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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者の眼の状態に関する情報を入力する入力手段と、
　人の眼の調節状態を模擬する眼球光学モデルにおいて、前記入力手段により入力された
眼の状態に関する情報に基づいて、各個人の眼の状態に適応した眼球光学モデルを決定す
る眼球光学モデル決定手段と、
　前記決定された眼球光学モデルにおいて、利用者の調節範囲内における眼球の光学性能
を検証し、光学諸元の調節範囲を確定する眼球調節範囲確定手段と、
　利用者が眼鏡・コンタクトレンズを装用したときの集光性能を検証し、レンズ度数を選
定するレンズ度数選定手段と、
　前記選定された眼鏡・コンタクトレンズの装用状態を生成して表示する装用状態表示手
段とを備えた、眼鏡・コンタクトレンズ選定システム。
【請求項２】
　前記入力手段は、利用者の乱視軸を測定する手段と、前記乱視軸の測定において選択さ
れた方位とそれに直交する方位について利用者の遠点視力を測定する手段と、前記測定さ
れた遠点視力から利用者の遠点距離を推定する手段とを含む、請求項１に記載の眼鏡・コ
ンタクトレンズ選定システム。
【請求項３】
　前記眼球光学モデル決定手段は、利用者の年令と概算レンズ度数とを含む眼の情報に基
づきスタート眼球光学モデルを決定するスタート眼球光学モデル決定手段を含む、請求項
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１または請求項２に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システム。
【請求項４】
　前記眼球光学モデル決定手段は、利用者の近点距離と遠点距離とから算出された調節中
点における利用者の眼球における集光状態が最適となるように光学諸元を決定する手段を
含む、請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システム
。
【請求項５】
　利用者の近点側および／または遠点側の調節限界における集光状態を確認し、眼球光学
モデルの妥当性を検証する眼球光学モデル妥当性検証手段を備えた、請求項１ないし請求
項４のいずれかに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システム。
【請求項７】
　前記決定された眼球光学モデルのイメージを生成して表示する眼球光学モデルイメージ
生成手段を備えた、請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の眼鏡・コンタクトレンズ
選定システム。
【請求項８】
　前記決定された眼球光学モデルを用い、利用者の裸眼状態における所定の距離の調節を
伴う集光性能を算出する手段と、前記算出された集光性能に基づいて利用者により視認さ
れる映像を生成する手段とを備えた、請求項１ないし請求項５および請求項７のいずれか
に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システム。
【請求項９】
　前記レンズ度数選定手段は、前記決定された眼球光学モデルを用い、眼鏡・コンタクト
レンズにより矯正された状態における所定の距離の調節を伴う集光性能を算出する手段と
、前記算出された集光性能に基づいて利用者により視認される映像を生成する手段とを備
えた、請求項１ないし請求項５、請求項７、請求項８のいずれかに記載の眼鏡・コンタク
トレンズ選定システム。
【請求項１０】
　前記集光性能を算出する手段は、視認映像の鮮鋭度合を示す鮮鋭度スコアを演算する手
段を含み、
　前記視認される映像を表示する手段は、前記演算された鮮鋭度スコアに基づいて視認映
像を生成する、請求項８または請求項９に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システム。
【請求項１２】
　前記装用状態表示手段は、利用者の画像を取得する画像取得手段と、選定する眼鏡・コ
ンタクトレンズの画像を前記画像取得手段により取得された利用者の画像と合成する画像
合成手段とを含む、請求項１ないし請求項５ならびに請求項７ないし請求項１０のいずれ
かに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システム。
【請求項１３】
　利用者の眼の状態に関する情報を入力するステップと、
　人の眼の調節状態を模擬する眼球光学モデルにおいて、前記入力するステップにより入
力された眼の状態に関する情報に基づいて、各個人の眼の状態に適応した眼球光学モデル
を決定するステップと、
　前記眼球光学モデルを決定するステップにより決定された眼球光学モデルにおいて、利
用者の調節範囲内における眼球の光学性能を検証し、光学諸元の調節範囲を確定するステ
ップと、
　利用者が眼鏡・コンタクトレンズを装用したときの集光性能を検証し、レンズ度数を選
定するステップと、
　前記選定された眼鏡・コンタクトレンズの装用状態を表示するステップとを備えた、眼
鏡・コンタクトレンズ選定方法。
【請求項１４】
　前記入力するステップは、利用者の年令、装用条件を含む個人情報を入力するステップ
と、利用者の乱視軸を測定するステップと、前記乱視軸の測定において選択された方位と
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それに直交する方位について利用者の近点距離を測定するステップと、前記乱視軸の測定
において選択された方位とそれに直交する方位について利用者の遠点視力を測定するステ
ップと、前記測定された遠点視力から利用者の遠点距離を推定するステップとを含む、請
求項１３に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法。
【請求項１５】
　前記眼球光学モデルを決定するステップは、前記入力された利用者の年令と概算レンズ
度数とを含む眼の情報に基づきスタート眼球光学モデルを決定するステップを含む、請求
項１３または請求項１４に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法。
【請求項１６】
　前記眼球光学モデルを決定するステップは、利用者の近点距離と遠点距離とから算出さ
れた調節中点における利用者の眼球における集光状態が最適となるように光学諸元を決定
するステップを含む、請求項１３ないし請求項１５のいずれかに記載の眼鏡・コンタクト
レンズ選定方法。
【請求項１７】
　利用者の近点側および／または遠点側の調節限界における集光状態を確認し、眼球光学
モデルの妥当性を検証するステップを備えた、請求項１３ないし請求項１６のいずれかに
記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法。
【請求項１９】
　前記決定された眼球光学モデルのイメージを生成して表示するステップを備えた、請求
項１３ないし請求項１７のいずれかに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法。
【請求項２０】
　前記決定された眼球光学モデルを用い、利用者の裸眼状態における所定の距離の調節を
伴う集光性能を算出するステップと、前記算出された集光性能に基づいて利用者により視
認される映像を生成するステップとを備えた、請求項１３ないし請求項１７および請求項
１９のいずれかに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法。
【請求項２１】
　前記レンズ度数を選定するステップは、前記決定された眼球光学モデルを用い、眼鏡・
コンタクトレンズにより矯正された状態における所定の距離の調節を伴う集光性能を算出
するステップと、前記算出された集光性能に基づいて利用者により視認される映像を生成
するステップとを備えた、請求項１３ないし請求項１７、請求項１９、請求項２０のいず
れかに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法。
【請求項２２】
　前記集光性能を算出するステップは、視認映像の鮮鋭度合を示す鮮鋭度スコアを演算す
るステップを含み、
　前記視認される映像を表示するステップは、前記演算された鮮鋭度スコアに基づいて視
認映像を生成するステップを含む、請求項２０または請求項２１に記載の眼鏡・コンタク
トレンズ選定方法。
【請求項２４】
　前記眼鏡・コンタクトレンズの装用状態を表示するステップは、利用者の画像を取得す
るステップと、選定する眼鏡・コンタクトレンズの画像を前記取得された利用者の画像と
合成するステップとを含む、請求項１３ないし請求項１７ならびに請求項１９ないし請求
項２２のいずれかに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、眼鏡やコンタクトレンズを選定するシステムおよびその方法に関し、特に
、コンピュータネットワーク上で各人にあった眼鏡やコンタクトレンズを選定することが
できる眼鏡・コンタクトレンズ選定システムおよびその方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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　従来の眼鏡レンズを選定する手段として、眼球模型を利用した方法がある。眼球模型と
しては、Gullstrandの模型眼、Le-Grandの模型眼がよく知られている。
　この模型眼は、もっぱら眼鏡レンズの設計と評価用に用いられてきた。眼鏡レンズの設
計の場合は、眼の光学モデルとして標準的なモデルを一つ準備すれば、標準的な眼の場合
のいろいろな度数のレンズを設計することができる。それで済むのは、ある人の眼の構造
がどうであれ、選べる眼鏡レンズの度数が0.25D毎に用意されているため、実際に掛けて
みれば矯正に適する眼鏡レンズは必ず見つかるからである。つまり選択の自由度があるか
らである。
　一方、現在、裸眼視力あるいは矯正後の視力の測定を行うには、眼科医に行って診療を
受けることによって行われたり、あるいは眼鏡店に用意されている視力測定機器をもって
視力の測定が行われている。
【０００３】
　近年、例えば、インターネットのようなネットワーク上で、仮想的な商店街が形成され
ているが、この仮想的な商店街に設けられた眼鏡店舗においてオンラインで裸眼視力及び
矯正視力の測定をできるシステムは存在しない。
　ところが、各人の眼にあった眼鏡レンズの度数を唯一決定しようとする場合、眼球模型
のように眼の光学モデルを万人共通と考えたのでは光学計算の誤差が大きく、決定するこ
とができない。各人の眼の光学モデルを逐一構築することによってはじめて実現できる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　従来の模型眼をそのまま流用することの問題点は、次のようなことがある。
・従来の模型眼は、欧米人の測定値をもとにしたものであり、他の人種、たとえば、日本
人の生体眼の実測値に近い模型を構築しようとする場合には、使うことができない。たと
えば、角膜曲率半径の場合、欧米人と比して日本人のほうが曲率半径は小さい。
・測定値の平均値から一つのモデルを作成している。
　文献によると前房深度は年令に応じて変化するというデータや、軽度の近視の場合、眼
軸長は近視度と相関があるというデータがあり、明らかに各人の年令、近視度に応じた眼
球モデルを構築する必要がある。
・水晶体の屈折率は不等質な分布をしているのに平均屈折率を使用している。水晶体の構
造を２重構造にして単純化しているため、光線追跡結果の誤差が大きい。
【０００５】
　一方、医療機関や眼鏡店に行くには、時間や距離等から困難な場合に、インターネット
を介して遠隔的に視力を測定することができるシステムの実現が待ち望まれている。
　特に、現在かけている眼鏡あるいはコンタクトによっては従来と比較して物が見づらく
なってきているような場合、眼鏡やコンタクトの買換えをする必要性があるかどうかを判
断するために、遠隔的に裸眼視力あるいは矯正後の視力の測定を行うことが出来ると極め
て便利である。
　また、眼鏡やコンタクトレンズを選定したとき、利用者がその眼鏡やコンタクトレンズ
を装用した状態を確認できれば、より一層眼鏡やコンタクトレンズの選定が確実で且つ容
易となる。
【０００６】
　それゆえに、この発明の主たる目的は、遠隔的に各人の眼にあったレンズを選定でき、
かつ装用状態を確認できる眼鏡・コンタクトレンズ選定システムおよびその方法を提供す
ることである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　この発明にかかる請求項１に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムは、利用者の
眼の状態に関する情報を入力する入力手段と、人の眼の調節状態を模擬する眼球光学モデ
ルにおいて、前記入力手段により入力された眼の状態に関する情報に基づいて、各個人の
眼の状態に適応した眼球光学モデルを決定する眼球光学モデル決定手段と、前記決定され
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た眼球光学モデルにおいて、利用者の調節範囲内における眼球の光学性能を検証し、光学
諸元の調節範囲を確定する眼球調節範囲確定手段と、利用者が眼鏡・コンタクトレンズを
装用したときの集光性能を検証し、レンズ度数を選定するレンズ度数選定手段と、選定さ
れた眼鏡・コンタクトレンズの装用状態を生成して表示する装用状態表示手段とを備えた
、眼鏡・コンタクトレンズ選定システムである。
　この発明にかかる請求項２に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムは、入力手段
が、利用者の乱視軸を測定する手段と、乱視軸の測定において選択された方位とそれに直
交する方位について利用者の遠点視力を測定する手段と、測定された遠点視力から利用者
の遠点距離を推定する手段とを含む、請求項１に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定シス
テムである。
　この発明にかかる請求項３に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムは、眼球光学
モデル決定手段が、利用者の年令と概算レンズ度数とを含む眼の情報に基づきスタート眼
球光学モデルを決定するスタート眼球光学モデル決定手段を含む、請求項１または請求項
２に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムである。
　この発明にかかる請求項４に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムは、眼球光学
モデル決定手段が、利用者の近点距離と遠点距離とから算出された調節中点における利用
者の眼球における集光状態が最適となるように光学諸元を決定する手段を含む、請求項１
ないし請求項３のいずれかに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムである。
　この発明にかかる請求項５に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムは、さらに、
利用者の近点側および／または遠点側の調節限界における集光状態を確認し、眼球光学モ
デルの妥当性を検証する眼球光学モデル妥当性検証手段を備えた、請求項１ないし請求項
４のいずれかに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムである。
　この発明にかかる請求項７に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムは、さらに、
決定された眼球光学モデルのイメージを生成して表示する眼球光学モデルイメージ生成手
段を備えた、請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定シ
ステムである。
　この発明にかかる請求項８に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムは、さらに、
決定された眼球光学モデルを用い、利用者の裸眼状態における所定の距離の調節を伴う集
光性能を算出する手段と、算出された集光性能に基づいて利用者により視認される映像を
生成する手段とを備えた、請求項１ないし請求項５および請求項７のいずれかに記載の眼
鏡・コンタクトレンズ選定システムである。
　この発明にかかる請求項９に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムは、レンズ度
数選定手段が、決定された眼球光学モデルを用い、眼鏡・コンタクトレンズにより矯正さ
れた状態における所定の距離の調節を伴う集光性能を算出する手段と、算出された集光性
能に基づいて利用者により視認される映像を生成する手段とを備えた、請求項１ないし請
求項５、請求項７、請求項８のいずれかに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムで
ある。
　この発明にかかる請求項１０に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムは、さらに
、集光性能を算出する手段が、視認映像の鮮鋭度合を示す鮮鋭度スコアを演算する手段を
含み、視認される映像を表示する手段は、演算された鮮鋭度スコアに基づいて視認映像を
生成する、請求項８または請求項９に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムである
。
　この発明にかかる請求項１２に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムは、装用状
態表示手段が、利用者の画像を取得する画像取得手段と、選定する眼鏡・コンタクトレン
ズの画像を画像取得手段により取得された利用者の画像と合成する画像合成手段とを含む
、請求項１ないし請求項５ならびに請求項７ないし請求項１０のいずれかに記載の眼鏡・
コンタクトレンズ選定システムである。
　この発明にかかる請求項１３に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法は、利用者の眼
の状態に関する情報を入力するステップと、人の眼の調節状態を模擬する眼球光学モデル
において、入力するステップにより入力された眼の状態に関する情報に基づいて、各個人
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の眼の状態に適応した眼球光学モデルを決定するステップと、眼球光学モデルを決定する
ステップにより決定された眼球光学モデルにおいて、利用者の調節範囲内における眼球の
光学性能を検証し、光学諸元の調節範囲を確定するステップと、利用者が眼鏡・コンタク
トレンズを装用したときの集光性能を検証し、レンズ度数を選定するステップと、選定さ
れた眼鏡・コンタクトレンズの装用状態を表示するステップとを備えた、眼鏡・コンタク
トレンズ選定方法である。
　この発明にかかる請求項１４に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法は、入力するス
テップが、利用者の年令、装用条件を含む個人情報を入力するステップと、利用者の乱視
軸を測定するステップと、乱視軸の測定において選択された方位とそれに直交する方位に
ついて利用者の近点距離を測定するステップと、乱視軸の測定において選択された方位と
それに直交する方位について利用者の遠点視力を測定するステップと、測定された遠点視
力から利用者の遠点距離を推定するステップとを含む、請求項１３に記載の眼鏡・コンタ
クトレンズ選定方法である。
　この発明にかかる請求項１５に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法は、眼球光学モ
デルを決定するステップが、入力された利用者の年令と概算レンズ度数とを含む眼の情報
に基づきスタート眼球光学モデルを決定するステップを含む、請求項１３または請求項１
４に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法である。
　この発明にかかる請求項１６に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法は、眼球光学モ
デルを決定するステップは、利用者の近点距離と遠点距離とから算出された調節中点にお
ける利用者の眼球における集光状態が最適となるように光学諸元を決定するステップを含
む、請求項１３ないし請求項１５のいずれかに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法で
ある。
　この発明にかかる請求項１７に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法は、さらに、利
用者の近点側および／または遠点側の調節限界における集光状態を確認し、眼球光学モデ
ルの妥当性を検証するステップを備えた、請求項１３ないし請求項１６のいずれかに記載
の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法である。
　この発明にかかる請求項１９に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法は、さらに、決
定された眼球光学モデルのイメージを生成して表示するステップを備えた、請求項１３な
いし請求項１７のいずれかに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法である。
　この発明にかかる請求項２０に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法は、さらに、決
定された眼球光学モデルを用い、利用者の裸眼状態における所定の距離の調節を伴う集光
性能を算出するステップと、算出された集光性能に基づいて利用者により視認される映像
を生成するステップとを備えた、請求項１３ないし請求項１７および請求項１９のいずれ
かに記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法である。
　この発明にかかる請求項２１に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法は、レンズ度数
を選定するステップが、決定された眼球光学モデルを用い、眼鏡・コンタクトレンズによ
り矯正された状態における所定の距離の調節を伴う集光性能を算出するステップと、算出
された集光性能に基づいて利用者により視認される映像を生成するステップとを備えた、
請求項１３ないし請求項１７、請求項１９、請求項２０のいずれかに記載の眼鏡・コンタ
クトレンズ選定方法である。
　この発明にかかる請求項２２に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法は、さらに、集
光性能を算出するステップが、視認映像の鮮鋭度合を示す鮮鋭度スコアを演算するステッ
プを含み、視認される映像を表示するステップは、演算された鮮鋭度スコアに基づいて視
認映像を生成するステップを含む、請求項２０または請求項２１に記載の眼鏡・コンタク
トレンズ選定方法である。
　この発明にかかる請求項２４に記載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法は、眼鏡・コン
タクトレンズの装用状態を表示するステップは、利用者の画像を取得するステップと、選
定する眼鏡・コンタクトレンズの画像を取得された利用者の画像と合成するステップとを
含む、請求項１３ないし請求項１７ならびに請求項１９ないし請求項２２のいずれかに記
載の眼鏡・コンタクトレンズ選定方法である。
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【０００８】
【発明の効果】
　この発明によれば、各人の眼にあった眼鏡・コンタクトレンズを確実に且つ容易に選定
することができる。
【０００９】
　この発明の上述の目的，その他の目的，特徴および利点は、図面を参照して行う以下の
発明の実施の形態の詳細な説明から一層明らかとなろう。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　第１図は、この発明の一実施の形態における眼鏡・コンタクトレンズ選定システムのシ
ステム構成例を示す図である。図において、１は利用者クライアント、２はメガネオーダ
ー販売サービスセンター、３は外部決済処理機関である。これらはネットワークを介して
物理的に接続されている。なお、以下の説明では、利用者クライアント１とメガネオーダ
ー販売サービスセンター２と外部決済処理機関３とを接続するネットワークがインターネ
ットであるものとして説明を行う。
【００１１】
　利用者クライアント１は、メガネ購入者がネットワークを介してオーダー販売を受ける
際に利用される端末であり、例えば、ネットワーク接続機能を有するパーソナルコンピュ
ータが用いられる。利用者クライアント１は、利用者であるユーザとの間のインタフェー
スとなる入出力装置であり、情報を入力する入力装置としては通常のキーボードやマウス
を使用するが、トラックボールやジョイスティックなどのポインティングデバイス、タッ
チパネル、スイッチなどの専用入力装置を備えるようにしてもよい。また、画像表示装置
としては通常のＣＲＴディスプレイや液晶モニタを使用する。更に、本利用者クライアン
ト１では、処方箋データを画像情報として取得するための画像入力装置を備えており、こ
こではデジタルカメラ１１ａやスキャナ１１ｂが用いられるが、ビデオカメラやテレビカ
メラなど画像情報をデジタイズして入力できる装置であればどのようなものでも良い。ま
た、利用者クライアント１は、メガネオーダー販売サービスセンター２にアクセスしてサ
ービスを受けるためのインタフェースとしてＷＷＷブラウザ１２を備える。
【００１２】
　メガネオーダー販売サービスセンター２は、インターネットを介して接続される利用者
クライアント１に対して、各利用者の視力や要望に合わせたメガネをオーダー販売するサ
ービスを提供するサーバであり、ネットワーク接続機能を有するパーソナルコンピュータ
、ワークステーション等の情報処理機器から構成され、インターネットを介して利用者ク
ライアント１と接続される。メガネオーダー販売サービスセンター２は、電子ショップ情
報処理手段２１、表示情報生成手段２２、メガネオーダー販売処理手段２３、決済処理手
段２４、ＷＷＷサーバ／ＣＧＩ２５、レンズ選択手段２６、フレーム選択手段２７、レン
ズ度数決定手段２８を備える。
【００１３】
　電子ショップ情報処理手段２１は、入出力装置を介し、商品定義部２１１を用いて、メ
ガネオーダー販売サービスセンター２で取り扱うメガネレンズ・フレーム等の商品データ
の定義を行う。ここで定義された商品データは、商品データ情報として、商品データベー
スに格納される。
【００１４】
　この実施の形態において、商品データ情報は、フレーム等の商品を陳列する商品棚の名
称、メガネレンズ・フレーム等の商品番号、商品名、価格、商品の説明、そして商品管理
情報などのテキストデータと、フレーム等の商品の画像データを含んでいる。メガネオー
ダー販売サービスセンター２は、また、電子カタログの作成者とのインタフェースとして
入出力装置を備えるが、入出力装置は、カタログ作成者から商品定義に必要となる商品棚
名、商品目、価格などのテキストデータ、あるいは、商品形状を表すようなイメージデー
タ等の商品情報の入力を受け付ける。また、利用者により購入された商品の受注情報とし
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て、商品番号、数量などの商品情報、商品の送付先情報、外部決済処理機関名、決済日、
金額などの決済情報を含む情報の出力を行う。
【００１５】
　電子ショップ情報処理手段２１には、ショップデータベース、商品データベース、バス
ケットデータベースを含む電子ショップ出店情報データベースが設けられる。ショップデ
ータベースは、電子ショップを出店するための情報と、商品情報を表示するためのショッ
プレイアウトを定義する情報を格納している。商品データベースは、定義された商品デー
タ情報を格納する。また、バスケットデータベースは、利用者クライアント１ から購入
を指示された商品の情報を蓄積するためのものである。電子ショップ情報処理手段２１は
、転送された商品データ情報を商品データベースに格納する機能を実現する。
【００１６】
　表示情報生成手段２２は、利用者クライアント１からの要求に応じて、電子カタログな
どの表示情報を生成する。表示情報生成手段２２は、パラメータ解析手段２２１、ファイ
ル検索手段２２２、及び表示データ生成手段２２３を含んで構成される。パラメータ解析
手段２２１は、ＷＷＷサーバ／ＣＧＩ２５を介して利用者クライアント１から受け取った
視力測定データ・フレーム選択情報等を解析し、視力測定データ・フレーム選択情報等に
含まれるパラメータを抽出する。ファイル検索手段２２２は、パラメータ解析手段２２１
により抽出されたパラメータに基づいて、電子ショップ情報処理手段２１によって登録さ
れ記憶された各データベースを検索する。表示データ生成手段２２３は、ファイル検索手
段２２２により検索されたデータをもとにＷＷＷページとして表示可能な表示データを生
成する。すなわち、表示データ生成手段２２３は、いわゆるＷＷＷページジェネレータと
しての機能を有する。
【００１７】
　メガネオーダー販売処理手段２３は、利用者クライアント１により購入予定商品（メガ
ネレンズ・フレーム等）が決定されたとき、表示情報生成手段２２から顧客ＩＤと購入予
定の商品ＩＤを受け取り、これらの情報をもとに、商品データベースから購入する商品の
詳細情報を取得して、バスケットデータベース内の対象としている顧客用の顧客バスケッ
トデータベースにその商品の情報を格納する。その後、対象顧客が購入予定の商品の一覧
をバスケットデータベースから取得し、表示情報生成手段２２に渡す。
【００１８】
　決済処理手段２４は、利用者クライアント１により商品の購入が決定されたとき、表示
情報生成手段２２から顧客ＩＤを受け取り、バスケットデータベースから利用者に対応す
る商品データ情報を取り出す。そして、取り出した商品データ情報に基づいて外部決済処
理機関３に決済処理を依頼する。決済処理手段２４は、外部決済処理機関３から決済処理
が終了したことの通知を受け、メガネオーダー販売処理手段２３・電子ショップ情報処理
手段２１に受注処理が完了したことを知らせるとともに、利用者クライアント１に購入処
理を知らせる明細書データを作成し、表示情報生成手段２２にそのデータを渡す。
【００１９】
　ＷＷＷサーバ／ＣＧＩ２５は、利用者クライアント１との間のインターフェースとして
機能し、利用者クライアント１から表示要求情報を受け取り、また、利用者クライアント
１に表示データを転送する。
　フレーム選択手段２７は、仮想店舗に陳列されているフレームから利用者の希望するフ
レームの選択を行うもので、ここでは後述するメガネ装用体験システムで説明するフレー
ム選択処理を行い、利用者が購入したいフレームを顔にかけた画像を確認しながら選択す
ることができる。
　レンズ度数決定手段２８は、利用者の視力を遠隔で測定して矯正レンズの度数を決定す
るもので、ここでは後述の遠隔自覚視力測定システムで説明する眼球光学モデルを用いた
視力測定を行い、矯正レンズの度数を精度良く決定する。
【００２０】
　レンズ選択手段２６は、視力測定結果や予算、レンズの機能等を考慮して利用者に合っ
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たレンズの選択を行う。
　外部決済処理機関３では、メガネオーダー販売サービスセンター２の決済処理手段２４
から送られてくる依頼に基づき、メガネオーダー販売サービスセンター２に代わってオー
ダーされたメガネの代金の決済処理業務を行う。
【００２１】
　次に、利用者クライアント１およびメガネオーダー販売サービスセンター２の動作概要
について以下説明する。
　メガネオーダー販売サービスセンター２では、ＷＷＷサーバ／ＣＧＩ２５が利用者クラ
イアント１より送られてきたメガネオーダーページ情報を受け取り、表示情報生成手段２
２を起動する。
　表示情報生成手段２２は起動されると、ＷＷＷサーバ／ＣＧＩ２５からメガネオーダー
ページ情報を受け取り、パラメータ解析手段２２１により受け取ったメガネオーダーペー
ジ情報の解析を行う。パラメータ解析手段２２１は、解析結果として、表示対象となる電
子ショップを特定するためのショップＩＤ、電子カタログの背景画面の種類を特定するカ
タログテンプレート、表示すべき商品の商品ＩＤ、利用者を特定するための顧客ＩＤなど
の情報を出力する。パラメータ解析手段２２１により出力されたこれらのデータをもとに
、ファイル検索手段２２２は、ショップデータベース、商品データベース、バスケットデ
ータベースを検索し、利用者クライアント１から要求された表示画面を作成するのに必要
なデータを取得する。
　ファイル検索手段２２２によりデータが取得されると、次に、表示データ生成手段２２
３に処理が移る。表示データ生成手段２２３は、まず、利用者クライアント１からの要求
の種類を判別する。利用者クライアント１からの要求が、“購入予定商品の決定”、“商
品購入”以外であれば、ファイル検索手段２２３により、検索された結果を用いて表示デ
ータ生成手段２２３で表示用のデータを生成する。
【００２２】
　利用者クライアント１からの要求の種類を判別するステップにおける判別の結果、利用
者クライアント１からの要求の種類が“購入予定商品の決定”であった場合、すなわち、
顧客が表示されている商品の購入予定を指示するべく「選択した商品を買物かごに入れる
」の指示を行った場合、表示データ生成手段２２３はメガネオーダー販売処理手段２３を
起動する。
　メガネオーダー販売処理手段２３は、起動されると、表示データ生成手段２２３から顧
客ＩＤと顧客から購入予定を指示された商品の商品ＩＤを受け取る。この商品ＩＤをキー
情報として商品データベースから該当する商品についての詳細な商品データ情報を取得す
る。そして、前記ステップで取得した商品データ情報をバスケットデータベース内にある
表示データ生成手段２２３から受け取った顧客ＩＤで識別される顧客の顧客バスケットデ
ータベースに格納する。このとき、該当する顧客バスケットデータベースが存在しないと
きには、その顧客ＩＤに対応した顧客バスケットデータベースを作成して商品データ情報
を格納する。さらに、この顧客バスケットデータベースから顧客がこれまでに選択したす
べての商品データ情報を取り出して表示データ生成手段２２３に渡す。この場合、表示デ
ータ生成手段２２３は、メガネオーダー販売処理手段２３から受け取った商品データ情報
から顧客が購入を予定している商品の一覧表示情報を作成し、利用者クライアント１に送
る。このとき表示される情報をもとに、顧客は購入しようとしている商品の確認、購入予
定商品の一部、あるいは全部の取消しを行うことが可能である。
【００２３】
　利用者クライアント１からの要求の種類を判別するステップにおける判別の結果、利用
者クライアント１からの要求の種類が“商品の購入”であった場合、つまり、顧客がこれ
まで選択した商品の購入決定を指示した場合、表示データ生成手段２２３は、表示データ
の生成を行うのに先立って決済処理手段２４を起動する。
　決済処理手段２４は、起動されると、表示データ生成手段２２３から顧客ＩＤを受け取
る。受け取った顧客ＩＤをキーとして、決済処理手段２４は、バスケットデータベースか
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ら顧客ＩＤで特定される顧客の顧客バスケットデータベースに保持された購入商品の商品
データ情報を検索する。検索の結果得られた商品データ情報に基づいて、外部決済処理機
関３に決済処理を依頼する。外部決済処理機関３は、この依頼に応じ、メガネオーダー販
売サービスセンター２に代わって決済処理業務を実行し、決済処理が完了するとそのこと
をメガネオーダー販売サービスセンター２に通知する。外部決済処理機関３で行われる決
済処理については、従来と特に変わるところはないので、ここでは詳細な説明は省略する
。
【００２４】
　外部決済処理機関３から決済処理が終了した旨の通知を受けると、決済処理手段２４は
、商品番号、受注数量など受注した商品に関する情報、商品の送り先を示す送付先情報、
及び、決済処理を代行する外部決済処理機関３の名称、決済日、金額情報などからなる決
済情報を含む受注情報をメガネオーダー販売サービスセンター２に転送する。メガネオー
ダー販売サービスセンター２では、入出力装置によりＷＷＷサーバ／ＣＧＩから受け取っ
た受注情報の表示が行われる。最後に決済処理手段２４は、決済処理が終了したことを知
らせる明細書データを作成して表示データ生成手段２２３に渡す。表示データ生成手段２
２３は、受け取った明細書データを用いて、決済処理完了を知らせる表示画面を生成し、
利用者クライアント１に転送する。
【００２５】
　次に、眼鏡・コンタクトレンズ選定システムによりメガネをオーダー販売する方法につ
いて以下説明する。
　第２図は、利用者が眼鏡・コンタクトレンズを購入する際の処理の概要を示す図である
。図のように、利用者がフレームの選択を希望する場合は、フレームの選択を行い、利用
者が視力の測定を希望する場合は、裸眼視力及び矯正後視力の測定を行い、利用者がレン
ズの選択を希望する場合はレンズの選択を行い、代金決済処理からの代金前渡し又は内金
の通知を受けて、選択されたフレームと選択されたレンズの情報と視力測定結果とに基づ
いて眼鏡・コンタクトレンズの加工・組立を行い、利用者に対して代金引き換えにより商
品を引き渡す。尚、ここでは、フレームの選択、視力の測定、レンズの選択の順に処理す
るものとして説明したが、利用者の要求により必要とする処理のみを行えばよく、その順
序は任意でよい。例えば、最初に視力の測定を行い、次にレンズを選択して、最後にフレ
ームを選択するようにしてもよく、利用者がレンズ度数の変更のみを希望する場合は、視
力の測定のみを行い、顧客データベースに基づいてレンズの選択やフレームの選択を行う
ようにしてもよく、利用者がフレームの変更のみを希望する場合は、フレームの選択のみ
を行い、顧客データベースに基づいて視力の決定やレンズの選択を行うようにしてもよい
。
【００２６】
　第３図から第８図は、眼鏡・コンタクトレンズ選定システムの処理の概要を示す。第３
図は最初に利用者を区分する処理の概要を示す図であり、第４図は利用者が既に顧客であ
った場合の処理の概要を示す図であり、第５図は利用者が顧客でなかったが処方箋があっ
た場合の処理の概要を示す図であり、第６図は利用者が顧客でなく処方箋もなかった場合
であって老眼鏡対象者でない場合の処理の概要を示す図であり、第７図は利用者が顧客で
なく処方箋もなかった場合であって老眼の自覚症状のない場合の処理の概要を示す図であ
り、第８図は利用者が既成の老眼鏡を希望する場合の処理の概要を示す図である。
【００２７】
　まず、メガネオーダー販売サービスセンター２は、利用者クライアント１からの接続を
受け付けると、氏名、生年月日、電話番号等の基本属性の入力を促す基本属性入力画面を
送信する。利用者クライアント１では、基本属性入力画面を受信して表示し、利用者が入
力した基本属性をメガネオーダー販売サービスセンター２に送信する。メガネオーダー販
売サービスセンター２は、入力された基本属性を受信し、メガネオーダー販売処理手段２
３により顧客データベースを検索する。
　検索の結果、利用者が既にメガネを購入したことのある顧客であることが判明した場合
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には、第４図に進み、利用者クライアント１に対して利用者の意向を確認する問合せ画面
を送信する。利用者がその問合せ画面に対して「前回と同じレンズで、且つ前回と同じフ
レームでよい」を選択した場合は、顧客データベース(バスケットデータベース）に管理
されている視力測定データ、フレーム情報データ及びレンズ情報データに基づき、レンズ
を作成する。利用者がその問合せ画面に対して、新しいレンズおよび／または新しいフレ
ームにすることを希望した場合は、「レンズ度数決定ステップ」「フレーム選択ステップ
」「レンズ選択ステップ」に移行するためのステップ選択画面を利用者クライアント１に
送信する。利用者がその選択画面において、「前回と同じ度数を希望しない」を選択した
場合は「レンズ度数決定ステップ」を実行し、「新しいフレームを選択する」を選択した
場合は「フレーム選択ステップ」を実行し、「新しいレンズを選択する」を選択した場合
は、「レンズ選択ステップ」を実行する。尚、ここでは「レンズ度数決定ステップ」にお
いては、後述の「遠隔視力測定システム」を実施し、「フレーム選択ステップ」において
は、利用者クライアント１に対してメガネ装用仮想体験をするか否かを問合せる問合せ画
面を送信し、利用者が「メガネ装用体験をする」を選択したときは「メガネ装用仮想体験
システム」を実施する。
【００２８】
　顧客でなかった場合は、眼科医が処方した処方箋を所持しているか否かを問合せる処方
箋確認画面を利用者クライアント１に送信する。利用者がその処方箋確認画面に対して、
「医師の処方箋を持っている」を選択した場合には、第５図に進み、利用者クライアント
１に対して処方箋入力指示画面を送信する。利用者は、その画面の指示に従って、処方箋
をスキャナーにより画像データとして入力するか、キーボードからテキストデータとして
入力し、メガネオーダー販売サービスセンター２に送信する。そして、前述の場合と同様
に、「レンズ度数決定ステップ」「フレーム選択ステップ」「レンズ選択ステップ」に移
行するためのステップ選択画面を利用者クライアント１に送信し、利用者の要求に従って
各処理を実行する。
　また、利用者が「処方箋を持っていない」を選択した場合は、利用者の年齢が４０ない
し４５才を超えているか否かを問合せる問合せ画面を利用者クライアント１に送信する。
利用者がその問合せ画面に対して「４０ないし４５才以下である」を選択した場合は、第
６図に進み、前述の場合と同様に、「レンズ度数決定ステップ」「フレーム選択ステップ
」「レンズ選択ステップ」に移行するためのステップ選択画面を利用者クライアント１に
送信し、利用者の要求に従って各処理を実行する。
【００２９】
　利用者が「４０ないし４５才を超えている」を選択した場合には、更に利用者クライア
ント１に対して手元が見えにくいという自覚症状があるか否かを問合せる問合せ画面を送
信する。利用者がその問合せ画面に対して「自覚症状がない」を選択した場合は、第７図
に進み、前述の場合と同様に、「レンズ度数決定ステップ」「フレーム選択ステップ」「
レンズ選択ステップ」に移行するためのステップ選択画面を利用者クライアント１に送信
し、利用者の要求に従って各処理を実行する。尚、この場合において、利用者の年齢から
老眼の可能性があるので、更に「遠用・近用・遠近両用から選択するステップ」を実行す
る。
　利用者が「自覚症状がある」を選択した場合は、メガネオーダー販売サービスセンター
２は利用者を老眼と判断し、利用者クライアント１に対してオーダー老眼鏡を希望するか
否かを問い合わせる問合せ画面を送信する。利用者がその問合せ画面に対して「オーダー
眼鏡を希望する」を選択した場合は、第７図に進み、前述の場合と同様に、「レンズ度数
決定ステップ」「フレーム選択ステップ」「レンズ選択ステップ」に移行するためのステ
ップ選択画面を利用者クライアント１に送信し、利用者の要求に従って各処理を実行する
。尚、この場合において、更に「遠用・近用・遠近両用から選択するステップ」を実行す
る。
　利用者が「既成の老眼鏡でよい」を選択した場合は、第８図に進み、利用者の年齢から
判断される度数を決定し、「フレーム選択ステップ」「レンズ選択ステップ」に移行する
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ためのステップ選択画面を利用者クライアントに送信し、利用者の要求に従って各処理を
実行する。
【００３０】
　上記処理においては、最初に利用者の基本情報を入力するとして説明したが、あらかじ
め基本情報を登録した利用者にユーザーＩＤやパスワードを発行し、利用者が利用者クラ
イアント１からメガネオーダー販売サービスセンター２に接続する際に、ユーザーＩＤや
パスワードを入力して、認証を行うようにしてもよい。この場合には、ユーザーＩＤによ
って、利用者が既にメガネを購入した顧客か否かを判断できる。
【００３１】
　次に、具体的に利用者クライアント１に表示される画面の例を用いて、どのようにサー
ビスが提供されるかを説明する。
　まず、メガネオーダー販売サービスセンター２は、最初にサイトトップ画面（第１１図
）を利用者クライアント１に送信し、引き続いてパソコン画面情報の収集画面（第１２図
）を利用者クライアント１に送信し、購入者にパソコン画面の解像度・大きさ等のディス
プレイ（モニタ）情報の入力を促し、利用者クライアント１より入力されたディスプレイ
情報を取得する。
　次に、利用者は、メガネオーダー販売サービスセンター２より送信されたサービス選択
画面（第１３図）において、「遠隔自覚視力測定ステップ（世界初！自分でチェックでき
るメガネレンズ度数特定システム）」「フレーム選択ステップ（いろいろなメガネを掛け
替える！フレーム試着室）」「レンズ選択ステップ（度なしレンズを利用する）」「処方
箋利用ステップ（眼科でもらった処方箋データやメガネ店のカードのデータを利用する）
」のいずれかをクリックして、利用者クライアントからメガネオーダー販売サービスセン
ター２に利用者の意向を送信する。
　なお、遠隔自覚視力測定ステップ又は処方箋利用ステップにおいては、レンズの選択基
準が明確になった段階において、レンズ選択ステップに移行することになる。
【００３２】
　次に、レンズ選択ステップについて説明する。
　利用者が直近の視力データと同じでよいと判断し、「前回と同じレンズ選択」をクリッ
クしたとき、利用者が医師の処方箋データに基づいてレンズを作成してよいと判断し、「
処方箋によるレンズ選択」をクリックしたとき、あるいは利用者が既製の老眼鏡でよいと
判断し、「既製老眼鏡でよい」をクリックしたときは、レンズ選択手段２６は、それぞれ
のデータに基づいてレンズを選択する。
　尚、直近の視力データがあるとき、あるいは医師の処方箋があるときでも、利用者が遠
隔的に視力を測定することを希望するときは、視力決定手段２８による遠隔視力測定ステ
ップに進み、利用者は視力の測定を受けることができる。
　メガネオーダー販売サービスセンター２においては、種々のレンズがデータベース（第
９図および第１０図）として登録されているが、レンズ選択手段２６は、その中から直近
の視力データ、医師の処方箋または遠隔視力測定システムにより測定されたデータに基づ
いて、利用者クライアント１から入力された利用者の希望に沿ったレンズ、またはメガネ
オーダー販売サービスセンター２が利用者に推奨するレンズを表示したレンズ選択画面を
利用者クライアント１に送信する。また、利用者が既に顧客であった場合は、前回購入し
たレンズもレンズ選択画面に表示される。
　レンズを選択する際の選択肢としては、メーカー名、型版、用途、レンズの機能（レン
ズの厚さ、レンズの軽さ、耐久性、ＵＶカット）、カラー、価格、度数等があり、利用者
はそれらの選択肢を指定してレンズを検索し、購入を希望するレンズを選択して、メガネ
オーダー販売サービスセンター２に送信する。
【００３３】
　次に、フレーム選択ステップについて説明する。
　例えば、既に顧客であった場合など、フレームの機能面および装飾面についてのデータ
が、メガネオーダー販売サービスセンター２において存在する場合は、ファッション、イ
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メージ、デザイン等によってフレームを指定できる。
　そこで、フレームの機能的なデータおよび装飾的なデータがメガネオーダー販売サービ
スセンター２にある場合のフレームの選択について、以下説明する。
【００３４】
　フレームは、メガネオーダー販売サービスセンター２においてデータベースとして登録
されており、フレーム選択手段２７は、その中から代表的なフレームを表示したフレーム
選びトップ画面（第１４図）を、利用者クライアント１に送信する。そして、利用者がフ
ァッション、素材、デザイン、予算等についてのアンケート式の問い合わせに対して回答
することにより、フレーム選択手段２７は、利用者の意向を表したデータに基づいて最適
と判断されるフレームを選択し、利用者クライアント１にフレーム選択画面を送信する。
　フレーム選択画面は、メガネフレームを性別／素材別に選別してカテゴリー分けをし、
そのカテゴリーに含まれる代表的なフレーム画像を表示する。
　既に顧客であった場合は、前回購入したフレームもフレーム選択画面に表示する。
　フレームの選択肢としては、ファッション、素材、デザイン、価格等があり、利用者は
その選択肢を見て希望条件を入力し、表示されたフレーム画像から購入を希望するフレー
ムを選択し、メガネオーダー販売サービスセンター２に送信する。
　このとき、本システムでは、選択されたフレームを仮想的にモデルまたは自分の顔に装
用する体験のできる装用状態表示手段を備えている。
【００３５】
　次に、この発明を構成する装用状態表示手段の一実施形態について、第２５図に示すメ
ガネ装用仮想体験システムを用いて説明する。
　このメガネ装用仮想体験システムは、モデルまたは利用者の顔に種々の眼鏡フレームを
装用させる仮想体験のできるシステムであり、利用者クライアント２００１とメガネオー
ダー販売サービスセンター２００２とから構成される。利用者クライアント２００１とメ
ガネオーダー販売サービスセンター２００２はネットワークを介して物理的に接続されて
いる。ここでは、そのネットワークがインターネットであるとして、以下の説明をする。
【００３６】
　利用者クライアント２００１は、利用者がメガネの装用仮想体験をする際に使用する端
末であり、例えば、ネットワーク接続機能を有するパーソナルコンピュータにより構成さ
れる。メガネの装用状態を表示する画像表示装置としては、通常のＣＲＴディスプレイや
液晶モニタを使用するが、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）や投影式の表示装置等
の専用画像表示装置を用意してもよい。また、フレームの選択情報等の情報を入力する入
力装置としては、通常のキーボードやマウスを使用するが、トラックボール、ジョイステ
ィックなどのポインティングデバイス、タッチパネル、スイッチなどの専用入力装置を用
意してもよい。さらに、本利用者クライアント２００１は、利用者の顔画像を取得するた
めの画像入力手段を備えており、ここではデジタルカメラを使用するが、ビデオカメラや
スキャナーなど画像をデジタイズして入力できる装置であればどのようなものでも良い。
また、利用者クライアント２００１は、メガネオーダー販売サービスセンター２００２に
アクセスしてサービスを受けるためのインターフェースとしてＷＷＷブラウザを備える。
　メガネオーダー販売サービスセンター２００２は、メガネ装用仮想体験サービスを提供
するサーバであり、ネットワーク接続機能を有するパーソナルコンピュータ、ワークステ
ーション等の情報処理機器によって構成され、インターネットを介して利用者クライアン
ト２００１と接続される。メガネオーダー販売サービスセンター２００２は、利用者クラ
イアント２００１に対してサービスを提供するための窓口となるＷＷＷサーバを備える。
また、利用者の顔画像を含む利用者情報の登録を行う利用者情報登録手段２００３、利用
者がフレームを選択する際の選択情報の入力を行うフレーム選択情報入力手段２００４、
データベースに対するアクセス管理を行うデータベース管理手段２００５、販売対象とな
るフレームの機能構造・装飾構造を登録するフレーム情報登録手段２０６０、販売対象と
なるフレームの画像を登録するフレーム画像登録手段２０６１、フレーム画像をモデル又
は利用者の顔画像と合成する画像合成手段２００７、フレーム選択情報に基づいて該当す
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るフレームを選択するフレーム選択手段２００８を備え、入力手段２００６および出力手
段２００９を介してＷＷＷサーバに接続されている。これらの各手段は必要に応じてＷＷ
ＷサーバのＣＧＩによって起動され、利用者クライアント２００１に対してメガネ装用仮
想体験サービスを提供する。また、ＷＷＷサーバは、利用者クライアント２００１が正規
の利用者であることを認証する利用者認証機能を有する。
　データベース管理手段２００５が管理するデータベースには、第２６図ないし第２９図
に示すような利用者情報データベース、フレームの選択情報データベース、フレーム機能
構造データベース、フレーム装飾構造データベースを備える。
【００３７】
　次に、本システムによって利用者にメガネ装用仮想体験サービスを提供する際の処理手
順について説明する。
　まず最初に、サービス提供者はフレーム情報登録手段２０６０を起動して、キーボード
等により販売するメガネの機能構造データおよび装飾構造データを入力してデータベース
に登録する。
　フレーム機能構造データは、第２８図に示すように、サイズは実寸（４４Φ～６２Φ）
であり、特徴は、形状記憶合金、超軽量、超弾性、サングラス兼用、携帯用、その他であ
り、機能は、左右の瞳孔間の距離、左右の瞳孔間の中心を基点とした耳元までの幅、左右
の瞳孔間の中心を基点とした耳元までの幅より決定されたテンプルの開き角、耳元より角
膜頂点までの距離、テンプルの曲げる位置、角膜頂点と鼻もとまでの距離、角膜頂点と鼻
もとまでの距離を基に決定される鼻のクリングス（鼻当て部）の開き角度である。フレー
ム装飾構造データは、第２９図に示すように、玉型（シェイプ）はウェリントン、ロイド
、オーバル、スクエア、トノー、ボストン、バタフライ、オート（ドロップ）である。素
材は縁なし（ツーポイント、スリーポイント）、メタルナイロール、セルナイロール、メ
タル、セル、ブロライン、コンビ、その他である。ブランドは各種ブランドで、カラーは
各種カラーである。
　また、フレーム画像登録手段２０６１を起動して、スキャナー等により販売するメガネ
のフレーム画像を入力して、データベースに登録する。
【００３８】
　次に、利用者が利用者クライアント２００１のＷＷＷブラウザを用いてＷＷＷサーバに
アクセスすると、ＷＷＷサーバは利用者認証画面を送信する。利用者認証画面は、ユーザ
ＩＤ・パスワード等の利用者認証情報の入力を促す画面であるが、既に前のステップで利
用者の認証が完了していれば改めて行う必要はなく、省略される。
　データベース管理手段２００５は、入力された利用者認証情報について利用者情報デー
タベースを検索して認証を行う。
　利用者が初めてサービスの提供を受ける場合には、利用者情報登録手段２００３が起動
され、利用者クライアント２００１に基本属性入力画面を送信される。利用者が画面に従
って利用者の基本属性、例えば氏名、住所、生年月日、電話番号、目の調子（手元が見え
にくい等）、メガネに対する要望等を入力すると、当該利用者にユーザＩＤとパスワード
が発行され、受信された利用者の基本属性情報が利用者情報データベースに登録される。
　利用者の認証が完了すると、フレーム選択情報入力手段２００４が起動され、利用者が
フレーム選択情報を入力するためのフレーム選択情報入力画面が利用者クライアント２０
０１に送信される。フレーム選択情報入力画面は、利用者がフレームを選択するための基
準（ファッション性、予算、機能、顔へのフィット感等）を入力する画面である。利用者
は、フレーム選択情報入力画面にファッション性、予算、機能、顔へのフィット感等のフ
レーム選択基準を入力する。
【００３９】
　次に、利用者クライアント２００１にＰＤ測定画面（第１５図）が送信され、レンズの
中央に瞳孔を合わせるために、瞳孔の位置を測定する。
　上記テキストデータによるフレーム選択基準の入力およびＰＤ測定が終了すると、「誰
の顔でフレームの掛け替えを行いますか？」と問いかける顔画像選択画面（第１６図）が
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送信される。利用者が「モデルの顔を使う」を選択したときは、次のフレーム選び体験画
面に進むが、「自分の顔写真を使う」を選んだときは、自画像アップロード画面（第１７
図）が送信される。
　自画像アップロード画面においては、「あなたの写真データはどちらですか？」と問合
せる画面が送信され、利用者に「デジカメ写真データを使う場合」か「スキャナで撮った
写真データを使う場合」かを選択させる。利用者は、正面と側面（左右とも）の顔画像を
画像入力装置によって、利用者クライアント２００１に取りこみ、メガネオーダー販売サ
ービスセンター２００２に送信する。
【００４０】
　フレーム選択情報入力手段２００４は、利用者クライアント２００１から送られたフレ
ーム選択情報のテキストデータ及び画像データ（利用者の顔の画像）を受信し、下記のよ
うにしてフレーム選択情報データベースに必要な情報を登録する。
(1)利用者の側面画像（第３０図）をもとにして、利用者の耳元より角膜頂点までの距離
（Ｌ1）を左右別々に測定し、登録する。前記測定数値より、テンプル（つる）の曲げる
位置を左右別々に決定し、登録する。
(2)利用者の側面画像をもとにして、利用者の目の角膜頂点と鼻もとまでの距離（Ｌ2）を
測定して、左右の平均をとった数値を登録する。Ｌ2は通例１２ｍｍである。前記測定し
た数値をもとにして鼻のクリングス（鼻当て部）の開き角度を決定し、登録する。
(3)利用者の正面画像（第３１図）をもとにして左右の目の瞳孔間の中心を基点として、
耳元までの幅（Ｌ3）を左右別々に測定し、登録する。前記測定数値をもとにしてテンプ
ルの開き角θを左右別々に決定し、登録する。
　尚、左右の目の瞳孔間の中心を基点とした耳元までの幅は、まず瞳孔間距離（ＰＤ）を
求める。但し、瞳孔の位置が顔画像では明確に検知できないので、例えば左目の左側と右
目の左側の距離（ＰＤ1）を求めることによって（ＰＤ）の近似値を求める。
　また、目の瞳孔と耳元までの距離（Ｌ4）も、瞳孔の位置が顔画像では明確に検知でき
ないので、左の耳元より左目の右側までの距離（Ｌa）と左目の左側までの距離（Ｌb）を
求め、その平均により眼の瞳孔と耳元までの距離（Ｌ4）を求める。右眼側も同様にして
求める。
　メガネフレームの右テンプル及び左テンプルの開き角θは、次式より求めた分を補正し
てわん曲させる等により調整する。
　ＰＤ／２＋Ｌ4 －Ｌ5

　Ｌ5は、メガネフレームのフロントサイズ（第３２図参照）である。
(4)遠近両用レンズを指定された場合は、レンズ面の傾斜角度をさらに５度加入するため
に、鼻のクリングスの開き角度を、その加入数値により補正して決定し、登録する。
　このように、フレーム選択情報入力手段２００４により機能構造データ、装飾構造デー
タ及び顔画像データが演算・作成され、顔画像データと共に、データベース管理手段２０
０５によって登録される。
【００４１】
　メガネオーダー販売サービスセンター２００２では、予めフレーム情報登録手段２０６
０及びフレーム画像登録手段２０６１によって各フレームのフレーム機能構造、フレーム
装飾構造及びフレーム画像が登録されており、利用者クライアント２００１から送信され
たフレームの選択情報によって適合するフレームが選択される。
　フレーム選択手段２００８によってフレーム選択情報に適合する数種類のフレームが選
択されると、利用者クライアント２００１にフレーム選び体験画面（第１８図）が送信さ
れる。このフレーム選び体験画面では、「いろいろなフレームを掛け替えて、気に入った
ものを取りあえずキープして下さい（４本まで）」と表示され、利用者に気に入ったフレ
ームの選択を促す。これにより、利用者は選択したフレームの装用仮想体験を行うことが
でき、仮想体験の印象を見て気に入ったフレームを取りあえずキープすることができる。
　フレーム選び体験画面においては、検索条件としては、「素材別ａｎｄ価格帯」「素材
別ａｎｄブランド別」「素材別ａｎｄ価格帯別ａｎｄブランド別」等がある。素材別の選



(16) JP 4057531 B2 2008.3.5

10

20

30

40

50

択肢としては、「セル」「メタル」「ツーポ」「ナイロ」「コンビ」「ＳＧ」等が表示さ
れ、その中から選択することができる。価格帯別の選択肢としては、「５０００円～９９
９９円」「１００００円～１４９９９円」「１５０００円～１９９９９円」「２００００
円～３００００円」等がプルダウン表示され、その中から選択することができる。ブラン
ド別の選択肢として、各種ブランド名がプルダウン表示され、その中から選択することが
できる。なお、キープ可能な本数は、最大４本であり、それ以上は適宜選択し直し、不要
なものはゴミ箱に削除する。
【００４２】
　選択されたフレームの画像は、画像合成手段２００７によって利用者の顔画像に適合す
るようにリサイズされて合成され、メガネ装用画像が生成される。そして、生成されたメ
ガネ装用画像がフレーム選び体験画面（第１８図）の一部として、利用者クライアント２
００１に送信される。その際に、フレームの側面画像を同時に表示したり、更に、画像合
成手段２００７により利用者の側面画像と合成したメガネ装用画像を生成して表示するよ
うにしてもよい。これにより、利用者はフレームの側面のフィット状況をも確認すること
ができる。
　また、フレーム選び体験画面において、「色違いを見る」が選択されると、色違い表示
画面（第１９図）が利用者クライアント２００１に送信される。この色違い表示画面では
、同一品番で異なるカラーのものがすべて表示され、色違いの商品を確認することができ
る。色違いフレームが８本に満たない場合は、空白欄として表示される。
　利用者は、利用者クライアント２００１に表示されるメガネ装用画像を見て、自己の希
望と合致したフレームが選択されているか、そしてそのフレームを顔にかけたときに如何
なる顔になるかを確認することができる。
　ここで、希望していたフレームと違う画像が送信されてきている場合、あるいは別のフ
レームをかけた顔を見たい場合には、利用者は改めてフレーム選択情報を指定して、メガ
ネオーダー販売サービスセンター２００２に送信する。これにより、前記した方法と同様
の方法により別のフレームが選択され、画像合成手段２００７により利用者が選択したフ
レームの画像と顔画像を合成したメガネ装用画像が生成され、再び利用者クライアント２
００１に送信される。
【００４３】
　次に、フレーム選び体験画面（第１８図）および色違い表示画面（第１９図）において
キープされたフレームを利用者に確認してもらうために、キープの中身確認画面（第２０
図）が利用者クライアント２００１に送信される。キープの中身確認画面では、「キープ
しているフレームを確認し、購入したいフレームを選びます」と表示され、フレームを選
択すると同時に仮想体験ができる。
　また、利用者が仮想体験した確認したフレームとカラーレンズを組み合わせて購入する
場合は、所定箇所をクリックする。
【００４４】
　次に、利用者クライアント２００１に購入フレーム確認画面（第２１図）が送信され、
利用者に購入するフレームおよびレンズの種類の確認を促す。購入フレーム確認画面にお
いては、選択されたフレームを装用した画像、フレームおよびカラーレンズの種類が表示
される。不用の場合は「キャンセルする」をクリックし、購入する場合は「購入する」を
クリックする。
　購入フレーム確認画面において「購入する」が選択されたときは、メガネを作る度数選
択画面（第２２図）が利用者クライアント２００１に送信される。このメガネを作る度数
選択画面では、「今回作るメガネに関して、どのレンズ度数データを使用しますか？」と
問いかけられ、「このサイトで測ったレンズ度数データを利用する」「度なしレンズを利
用する」「眼科でもらった処方せんデータやメガネ店のカードのデータを利用する」が選
択肢として表示され、改めて、「レンズ度数決定ステップ」「レンズ選択ステップ」「処
方箋利用ステップ」の選択を利用者に促す。
　「眼科でもらった処方せんデータやメガネ店のカードのデータを利用する」が選択され
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ると、「処方箋利用ステップ」に進み、利用者クライアント２００１に処方箋データ入力
画面（第２３図）が送信される。この処方箋データ入力画面では、「レンズ度数を入力し
て下さい」と表示され、次のような入力が促される。
・ＰＤ（単位：ｍｍ）
・右目　Ｓ（度数データをプルダウン表示：＋０．２５，－０．２５，－０．５０，－０
．７５，－１．００等）、Ｃ、ＡＸ（乱視軸データをプルダウン表示：１８０°±２２．
５°，１３５±２２．５°，９０±２２．５°，４５±２２．５°，０±２２．５°等）
・左目　Ｓ（度数データをプルダウン表示：＋０．２５，－０．２５，－０．５０，－０
．７５，－１．００等）、Ｃ、ＡＸ（乱視軸データをプルダウン表示：１８０°±２２．
５°，１３５±２２．５°，９０±２２．５°，４５±２２．５°，０±２２．５°等）
【００４５】
　メガネを作る度数選択画面において「度なしレンズを利用する」が選択された場合、お
よび処方箋データ入力画面において処方箋データが入力された場合は、利用者クライアン
ト２００１にレンズの厚み比較画面（第２４図）が送信される。このレンズの厚み比較画
面では、「どのレンズでメガネを作りますか？あなたのレンズ度数に合わせて、厚みを表
示しています」と表示され、利用者にレンズの厚みを比較させるように、「標準装備レン
ズ」「薄型レンズ」「薄型で歪みがないレンズ」について、その断面形状とレンズ価格と
が表示される。
　このフレーム選びが終了すると、決済システムに進む。
【００４６】
　このように、メガネ装用仮想体験システムによれば、利用者が写真データにいろいろな
メガネフレームを装用させることができ、しかも店頭に出向かなくとも、自宅でインター
ネット等のネットワークを介して種々の眼鏡フレームをかけ変えて自分の好みにあった最
適なフレームを選択することができる。また、このシステムによれば、自分の既製のメガ
ネやコンタクトレンズをかけたままで、すなわち適正な視力で、選択された眼鏡フレーム
を顔にかけた状態を確認できるので、自己に最適な眼鏡フレームを選択することができる
。
　上記実施形態では、装用状態表示手段として利用者の写真データにいろいろなメガネフ
レームを装用させることのできるメガネ装用仮想体験システムについて説明したが、同等
の画像合成手段を用いて、メガネフレームだけでなくコンタクトレンズの装用仮想体験を
行えるようにしてもよい。特に、カラーコンタクト等では、これを装用することで顔の印
象が大きく変わるので、装用された画像を確認できるようにすることで利用者は安心して
コンタクトレンズを選択できる。
【００４７】
　次に、レンズ度数決定ステップの第一の実施形態について、第３３図に示すような遠隔
自覚視力測定システムを用いて説明する。図に示すように、この遠隔自覚視力測定システ
ムは、利用者クライアント４００１とメガネオーダー販売サービスセンター４００２から
構成され、これらはネットワークで物理的に接続されている。なお、以下の説明では、利
用者クライアント４００１とメガネオーダー販売サービスセンター４００２を接続するネ
ットワークがインターネットであるものとして説明を行う。
　利用者クライアント４００１は、利用者が視力測定サービスを受ける際に利用する端末
であり、前述の利用者クライアント１と同様に、インターネット接続機能を有するパーソ
ナルコンピュータ等が使用される。
　メガネオーダー販売サービスセンター４００２は、視力測定サービスを提供するサーバ
であり、ネットワーク接続機能を有するパーソナルコンピュータ、ワークステーション等
の情報処理機器によって構成され、インターネットを介して利用者クライアント４００１
と接続される。
【００４８】
　メガネオーダー販売サービスセンター４００２は、利用者にサービスを提供する際の窓
口となるＷＷＷサーバ４０３０を備える。また、眼球光学モデル決定手段４２０４、モデ
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ル妥当性検証手段４２０６、眼球光学諸元調節範囲確定手段４２０８、眼球光学モデルイ
メージ生成手段４２１０、眼球光学モデル集光性能検証手段４２１２、視認映像生成手段
４２１４、鮮鋭度スコア生成手段４２１６、レンズ度数選定手段４２１８、利用者情報管
理手段４２３０およびデータベース管理手段４２３２を備え、入力手段４２０２および出
力手段４２２０を介してＷＷＷサーバ４０３０に接続されている。これらの各手段は必要
に応じてＷＷＷサーバのＣＧＩによって起動され、利用者クライアント４００１に対して
視力測定サービスを提供する。また、ＷＷＷサーバは、利用者クライアント４００１が正
規の利用者であることを認証する利用者認証機能を有する。
　入力手段４２０２は、被検者の装用条件、年令、近点距離、遠点距離等の被検者の目の
情報を入力する。
【００４９】
　眼球光学モデル決定手段４２０４は、被検者の年令、概算レンズ度数等の眼の情報に基
づきスタート眼球光学モデルを決定する。そして、眼球光学モデルを決定手段４２０４は
、被検者の近点距離と遠点距離とから算出された調節中点における被検者の眼球における
集光状態が最適となるような眼球の光学諸元によって眼球光学モデルを決定する。
　モデル妥当性検証手段４２０６は、さらに、近点側および／または遠点側における調節
限界において、眼球光学モデルの妥当性を検証する。
【００５０】
　眼球光学諸元調節範囲確定手段４２０８は、調節中点における眼球の調節範囲を確定す
るように構成され、さらに、調節中点における眼球の調節範囲を確定した眼球光学モデル
のイメージを表示する。
　眼球光学モデル集光性能検証手段４２１２は、被検者の裸眼状態における、近点もしく
はその近傍の調節力の範囲内における位置、遠点もしくはその近傍の調節力の範囲内にお
ける位置、または、近点と遠点とは離隔した位置での、眼球光学モデルの集光状態を検証
する。更に、眼球光学モデル集光性能検証手段４２１２は、眼鏡・コンタクトレンズによ
り矯正した状態における、近点もしくはその近傍の調節力の範囲内における位置、遠点も
しくはその近傍の調節力の範囲内における位置、または、近点と遠点とは離隔した位置で
の、被検者の眼球光学モデルの集光状態を検証する。
　視認映像生成手段４２１４は、眼鏡・コンタクトレンズにより矯正をする前および／ま
たは矯正をした後における、被検者の視認映像を生成する。
　鮮鋭度スコア生成手段４２１６は、眼鏡・コンタクトレンズによる矯正をする前および
／または矯正をした後における、被検者の視認の鮮鋭度スコアを導き出す。
　レンズ度数選定手段４２１８は、被検者が眼鏡・コンタクトレンズを装用したときの光
学性能を検証し、レンズ度数を選定する。
【００５１】
　次に、本遠隔自覚視力測定システムを用いて視力を測定する方法について、第３４図お
よび第３５図のフローに沿って説明する。
　利用者クライアント４００１からメガネオーダー販売サービスセンター４００２にアク
セスして利用者の認証を完了すると、利用者クライアント４００１にガイダンス画面が送
信されて表示される。
【００５２】
　次に、利用者クライアント４００１にパソコン画面情報収集画面（第３６図）が送信さ
れる。パソコン画面情報収集画面には、「あなたの目にぴったり合ったメガネをお作りす
るために必要です。ご利用のパソコン情報を教えて下さい。」と表示して、解像度等のデ
ィスプレイ情報の入力を促し、「このラインはあなたのモニター画面では何センチですか
？」と表示して、ディスプレイの大きさの入力を促す。
【００５３】
　次に、利用者クライアント４００１に利用者情報入力画面（第３７図）が送信される。
利用者情報入力画面には、利用者を特定する情報として、利用者コード、利用者識別子（
ＩＤ）、利用者パスワード、住所、氏名、生年月日、電話番号等の基本属性等を含む利用
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者情報、使用目的、近点距離、遠点距離、年令、前度数、前度数での両眼視力、前度数で
の左右バランス、前メガネの使用年数、コンタクトの種類（併用の場合）、希望矯正視力
、視力に関係する病気の有無などのデータの入力が促される。個人情報の入力を終えると
、利用者クライアント４００１に装用条件入力画面（第３８図）が送信される。装用条件
としては、眼鏡・コンタクトレンズを装用したい目的（例えば、手元のものを見るとき、
遠くのものを見るとき、自動車運転時など、どのようなときに掛けたいのか等）や視環境
（日常どの範囲でどの距離のものを見ていることが多いか。仕事上でパソコン作業が多い
か等）がある。
　次に、利用者クライアント４００１に裸眼視力測定画面が送信される。
　裸眼視力測定は、乱視軸測定、遠点距離測定、近点距離測定の順に行う。この実施の形
態においては、遠点距離の測定は、一定の距離（人が腕を伸ばした距離）において視力を
測って遠点距離を推定する測定法を用いているが、遠点距離を直接測る方法でもよい。
【００５４】
　乱視軸測定は、以下のような手順により行う。
乱視軸測定ステップ１：最初に、ガイダンス画面が送信され（第３９図）、「次の指示に
従って下さい。右目について測定を行います。まず、平行線が引かれた４つのゾーンが表
示されます。１ｍ程度画面から離れ、４つのゾーンの内、どれかの線がはっきり見える位
置まで近づいて下さい。これから先は、メガネ、コンタクトをはずして下さい。表示され
た視標を見るときは、手が目に触れないように左目を片手で覆って下さい。」と表示され
る。
乱視軸測定ステップ２：次に、乱視軸測定画面が送信され、４つのパターンからなる乱視
軸判定チャートが画面に表示される（第４０図）。
乱視軸測定ステップ３：ここで、利用者は左手で左目を覆いながら、１ｍ程度下がる。そ
の際、左目は開けておく。このステップにおける利用者の状態を第４１図に示す。
乱視軸測定ステップ４：次に、徐々に画面に顔を近づけて行き、４つのパターンが区別で
きるような距離で止まる。近づきすぎないように注意する。このステップにおける利用者
の状態を第４２図に示す。
乱視軸測定ステップ５：ここで、利用者は図の４つのパターンがすべて同じに見えるか？
それともどれか一つ濃く見えたり、薄く見えたりするか？を判定する。
乱視軸測定ステップ５－１：「一つだけ違って見える」場合は、そのパターンをクリック
する。
乱視軸測定ステップ５－２：「全部同じに見える」または「わからない」場合は、パター
ン下のコメントをクリックする。
乱視軸測定ステップ６：続いて右目を右手で覆い、左目について同じことを行う。
【００５５】
　乱視軸判定チャートは、第４０図のように複数の平行線からなる、４５度・９０度・１
３５度・１８０度の４方向の線状群から構成される。被検者が乱視を有する場合は明瞭に
見える方位とつぶれて薄く見える方位が生じるので、見え方の異なる方位のゾーンをクリ
ックするよう促す。このように、見え方の異なる方位を選択させるようにしたのは、乱視
は物体との距離によってよく見える方向が９０度反転する可能性があるため、最初からよ
く見える方位とすると乱視軸の判断を誤る恐れがあるからである。従って、本願発明では
、この段階では乱視軸の主軸は決定せず、後の遠点距離を求める段階で、２方向の視標を
使って算出された２つの遠点距離を比較し、距離の長い方の方向を主軸と決定するように
している。
　乱視を有しない被検者は、原則として全方位が同じに見えるはずであるので、全部が同
じに見える又はわからないをクリックした被検者は乱視を有しないものとして、以下の測
定は水平、垂直の主軸についてのみ行う。
　さらに乱視軸判定の分解能を上げたい場合は、４方向の中間の角度、すなわち２２．５
度、６７．５度、１１２．５度、１５７．５度の４方向の線状群を追加して表示し、選択
させるようにしてもよい。
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【００５６】
　次に、遠点距離を測定する。本来、遠点距離測定は、被検者が画面を楽に見て、画面か
らどこまで遠ざかることができるかを調べる。ぼけないで見える最長位置（ぼけ始める位
置）で顔を静止し、画面から眼までの距離を測定したものが遠点距離である。しかし、パ
ソコンから遠ざかるには限界があるため、ここでは一定距離における遠点視力を測ること
により遠点距離を算出するようにした。
　遠点視力の測定は、利用者がある一定の距離でどんな大きさのものまで見えるかを判定
することにより行う。なお、この実施形態における遠点視力とは、一般に言われる視力１
．５という度数ではなく、別の値のことを指す。以下、この遠点視力について詳述する。
被検者は、ディスプレイに指先を当て腕を完全に伸ばし、腕を完全に伸ばした状態で背筋
を伸ばした姿勢をとる。この状態においてディスプレイには、第４３図に示すように遠点
視力を測定する視標が表示される。被検者は、表示されている視標の中で、黒い３本線が
はっきり視認できる１番小さいものを選択する。この被検者が選択した視標に割振られて
いた番号を遠点視力とする。この遠点視力から、視標の大きさおよび画面からの距離に基
づいて遠点距離を算出する。
【００５７】
　遠点視力の測定は、以下のような手順により行う。
遠点視力測定ステップ１：遠点視力測定画面が送信され、大きさの異なる縦３本の遠点視
力測定視標が組み合された画面が表示される（第４３図）。
遠点視力測定ステップ２：ここで、利用者は右手を指先まで完全に伸ばした状態でパソコ
ン画面の縁に中指を触れる。このステップにおける利用者の状態を第４４図に示す。
遠点視力測定ステップ３：次に、左手で左目を覆って、右目で遠点視力測定視標を見る。
このステップにおける利用者の状態を第４５図に示す。
遠点視力測定ステップ４：次に、その状態で背筋を伸ばして画面に表示されている遠点視
力測定図を見る。このステップにおける利用者の状態を第４６図に示す。
遠点視力測定ステップ５：ここで、利用者は画像の中に３本線があることがわかるかどう
かを判定する。このステップにおける利用者の状態を第４７図に示す。
遠点視力測定ステップ５－１：どれも３本線に見えない場合は「はい」を、３本線がある
ことがわかる場合（「ぼんやり」でＯＫ）は「いいえ」をクリックする。尚、３本線に見
えるか見えないかの判断は、たとえば第４８図に示すようになる。
遠点視力測定ステップ５－２：ここで、利用者が「いいえ」と答えた場合は、遠点視力測
定視標の小さい方から順に表示し、３本線があることがわかる画像が出るまで、チェック
を繰り返す。
遠点視力測定ステップ６：続いて、画面の図が変わり、横３本の遠点視力測定視標が表示
され、測定を指示する（図示せず）。
遠点視力測定ステップ７：同様に、左手で左目を覆ったまま右目で遠点視力測定視標を見
て同じチェックをする。このステップにおける利用者の状態を第４９図に示す。
　これで、右目のチェックが終了する。
遠点視力測定ステップ８：次に、左目のチェックを行う。右目と同様に、左手を指先まで
完全に伸ばした状態でパソコン画面の縁に中指を触れ、右手で右目を覆って左目で遠点視
力測定視標を見て、右目チェックと同じ要領で左目チェックを行う。
　尚、上記説明では、縦３本の視標と横３本の視標について遠点視力測定を行うものとし
て説明したが、これは前記乱視軸測定により選択された方位とそれと直交する方位につい
て行うものであり、利用者が斜乱視の場合は、４５度と１３５度の２方向について遠点視
力測定を行うことになる。
　また、上記説明では、最初にすべての大きさの視標を組合わせた画面を表示し、その後
小さい視標から順に表示するものとして説明したが、これに限らず、最初から個別に視標
を表示するようにしてもよく、複数の視標を組み合わせた画面から３本に見える最小の視
標を選択してクリックさせるようにしてもよい。
【００５８】
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　次に、近点距離を測定する。近点距離測定は、被検者が画面を楽に見て画面にどこまで
近づくことができるかを調べる。ぼけないで見える位置で顔を静止し、画面から眼までの
距離を測定したものが近点距離である。
　近点距離の測定は、次のような手順により行う。
　利用者は、近点距離の測定を始める前に、新聞紙またはコピー用紙を細長く（幅３～５
ｃｍ程度）折り畳んでパソコン横に置く（第５０図）。
近点距離測定ステップ１：近点距離測定画面が送信され、縦３本線の近点距離測定視標が
画面に表示される（第５１図）。
近点距離測定ステップ２：ここで、利用者は左手で左目を覆った状態で、画面にできるだ
け顔を近づける（第５２図（Ａ））。その時、視標がボケていることを確認する。尚、近
点距離測定視標がぼけて見えている状態を第５２図（Ｂ）に示す。
近点距離測定ステップ３：次に、画面に表示されている３本線が判別できる位置まで顔を
遠ざける（第５３図（Ａ））。非常に画面に近いところで判別できる場合があるので注意
する。尚、近点距離測定視標がはっきりと見えている状態を第５３図（Ｂ）に示す。
近点距離測定ステップ４：次に、判別できる位置で顔を止め、机にひじをつき、折り畳ん
だ紙をこめかみに添わせて構える。目尻あたりで紙をはさんで持つようにする。このステ
ップにおける利用者の状態を第５４図に示す。
近点距離測定ステップ５：次に、顔を動かさずに折り畳んだ紙の先端を画面上に垂直に立
てる。このステップにおける利用者の状態を第５５図に示す。
近点距離測定ステップ６：次に、右目の目尻横の位置がわかるように左手人さし指で紙の
上に印を付ける。印をつけた後、顔は自由にしてもよい。このステップにおける状態を第
５６図に示す。
近点距離測定ステップ７：ここで、利用者は画面の左上の「メジャー」ボタンを押す（第
５７図）。
近点距離測定ステップ８：画面に現れた「メジャー」の０の位置に紙の端を合わせ、印ま
での距離を測る（第５８図）。画面の「メジャー」は３本表示されるので、１本で足りな
い場合は１本目の終わりで紙に印を付け、残りの部分を２本目で測る。２本でも足りない
場合は３本目でも同じ作業を繰り返す。
近点距離測定ステップ９：「次へ」ボタンをクリックすると、横３本線の近点距離測定視
標が画面に表示される（第５９図）。
近点距離測定ステップ１０：左手で左目を覆いながら同じチェックを行う（第６０図）。
近点距離測定ステップ１１：長さが測れたら、右目のチェックが終了する。次に右手で右
目を覆い同じ要領で左目のチェックを行う（図示せず）。
　上記近点距離測定視標は、被検者の視力に関わらず細い線を使用する。
　尚、上記説明では、縦３本の視標と横３本の視標について近点距離測定を行うものとし
て説明したが、これは前記乱視軸測定により選択された方位とそれと直交する方位につい
て行うものであり、利用者が斜乱視の場合は、４５度と１３５度の２方向について近点距
離測定を行うことになる。
　以上の作業でレンズ度数決定に必要な基礎データ測定を終了し、この基礎データに基づ
き眼球光学モデルを構築し、眼球光学モデルにおいて利用者の調節範囲内における眼球の
光学機能を検知し、レンズ度数を選定する。尚、眼球光学モデルによる度数の選定につい
ては、後述のレンズ度数決定システムにおいて詳細に説明する。
【００５９】
　次に、前記レンズ度数決定ステップを構成する第二の実施形態として、第６１図に示す
ような検眼システムを用いて説明する。図のように、本検眼装置においても、被検者が使
用するコンピュータ６００１と、本願発明の検眼方法を提供する検眼サーバ６０１０とが
インターネット６００２を介して接続されている。
　検眼サーバ６０１０は、インターネット６００２を介して被検者コンピュータ６００１
に検眼サービスを提供するためのサーバであって、ＷＷＷサーバ６０２０と、表示画面デ
ータベース６０３０と、ユーザインターフェイス手段６０４０と、検眼情報データベース
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６０５０と、遠点距離演算手段６０６０と、度数演算手段６０７０とを備える。
　ＷＷＷサーバ６０２０は、被検者コンピュータ６００１のアクセスを受付け、本願発明
の検眼手順に従って検眼機能を提供するためのサーバであり、被検者コンピュータ６００
１が汎用のＷｅｂブラウザによってサービスを受けることができるようにＨＴＴＰサーバ
を使用している。
　表示画面データベース６０３０は、本願発明の検眼手順に従ってＷＷＷサーバ６０２０
がアクセスしている被検者コンピュータに提示する画面データを保存する。ここでは、最
初のガイダンス画面、被検者の属性入力画面、乱視軸判定画面、遠点視力測定画面、近点
距離測定画面等がＨＴＭＬ形式で保存されている。
　ユーザインターフェース手段６０４０は、ＷＷＷサーバ６０２０によって被検者コンピ
ュータ６００１に表示した画面において被検者が入力した情報に基づいて、被検者の属性
を検眼情報データベース６０５０に記憶させたり、遠点距離演算手段６０６０を起動して
遠点距離を演算したり、度数演算手段６０７０を起動して度数を演算したりする。
　ユーザインタフェース手段６０４０は、ＷＷＷサーバ６０２０からＣＧＩによって起動
されるプロセスであり、また遠点距離演算手段６０６０と度数演算手段６０７０はユーザ
インターフェース手段６０４０から起動されるプロセスである。また、検眼情報データベ
ース６０５０には被検者が入力した被検者属性データ、乱視軸判定チャートの選択方位デ
ータ(右目と左目)、視力測定チャートによる視認限界データ(右目と左目×２方向)、近点
距離測定チャートによる近点距離データ(右目と左目×２方向)、演算された遠点距離(右
目と左目×２方向)、演算された度数（右目と左目）等が保存される。
【００６０】
　次に、かかる検眼システムによって検眼を行う手順の一例を第６２図によって説明する
。
　まず、被検者の属性を取得するための被検者属性入力画面を表示し（Ｓ１０）、被検者
の入力した属性を取得して被検者データとして保存する（Ｓ１２）。被検者の属性には、
年齢・性別・身長等の個人情報と、メガネやコンタクトレンズを主に使用する場所に関す
る装着条件情報とがある。第６３図は個人情報取得の際の表示画面例であり、第６４図は
装着条件取得の際の表示画面例である。ここで、装着条件の「読書」は近距離用を、「デ
スクワーク」「パソコン」は中距離用を、「車の運転」は遠距離用をそれぞれ想定してい
る。
【００６１】
　次に、乱視軸の判定をするための乱視軸判定チャートを表示し（Ｓ１４）、被検者の選
択した方位を取得して選択方位データに保存する（Ｓ１６）。第６５図は乱視軸判定の説
明画面例であり、第６６図は乱視軸判定画面例である。
　図のように、乱視軸判定チャートは複数の平行線からなる４５度・９０度・１３５度・
１８０度の４方向の線状群から構成される。被検者が乱視を有する場合は明瞭に見える方
位とつぶれて薄く見える方位が生じるので、見え方の異なる方位のゾーンをクリックする
よう促す。このように、見え方の異なる方位を選択させるようにしたのは、乱視は物体と
の距離によってよく見える方向が９０度反転する可能性があるため、最初からよく見える
方位とすると乱視軸の判断を誤る恐れがあるからである。従って、本願発明では、この段
階では乱視軸の主軸は決定せず、後の遠点距離を求める段階で、２方向の視標を使って算
出された２つの遠点距離を比較し、距離の長い方の方向を主軸と決定するようにしている
。
　乱視を有しない被検者は、原則として全方位が同じに見えるはずであるので、全部が同
じに見える又はわからないをクリックした被検者は乱視を有しないものとして、以下の測
定は水平、垂直の主軸についてのみ行う。
【００６２】
　乱視軸判定チャートは、背景色は緑色、線の色は黒色とし、線幅は２画素、線間幅は３
画素とした。背景色は、白色では輝度が明るすぎて目が縮瞳し、被写界深度が深くなって
４つのゾーンの見え方の差が小さくなるという問題があるため、目にやさしいグリーン系
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統を用いて輝度を抑えたものである。線の色は、多数の被検者に対して行った検眼実験の
結果から、見やすいとされた黒色とした。線幅は、特にディスプレイがＣＲＴの場合は電
子銃のフォーカスボケが発生することから、１画素では水平・垂直と斜めで見え方に差異
が生じてしまうため、最低２画素とした。線間幅は、乱視判定においてチャートまでの距
離が極端に短いと乱視軸が９０度反転し、誤判定の可能性があるため、１ｍの距離から線
間の隙間を認識できるように設定した。視力１．０（視角１分）は、１ｍの距離で切れ目
０．２９ｍｍを識別する能力であり、１４インチ液晶ディスプレイまたは１７インチＣＲ
Ｔを使用してほぼ１画素に相当する。従って、２画素で視力０．５程度に相当するが、検
眼対象者はメガネを必要とする人であることから、更に間隔を広げ、３画素とした。
　また、乱視軸の方位を４方向としたのは、４方向でも十分に実用的なメガネやコンタク
トレンズの選定ができることと、被検者が独自で判断するものであるから、できる限り容
易かつ誤りなく判定できる必要があるためである。
【００６３】
　次に、被検者が選択した選択方位についての遠点視力を測定するため、選択方位の視力
測定チャートを表示し（Ｓ１８）、被検者が選択した視認限界を取得して、第１視認限界
データに保存する（Ｓ２０）。第６７図は遠点視力測定の説明画面例であり、第６８図は
遠点視力測定画面例である。
　図のように、視力測定チャートは一定線幅の３本の黒線と２本の白線からなる線状濃淡
画像であり、視力に対応して線幅をＩ段階（１０段階から２０段階程度）に変えた複数の
チャートを表示する。これに対し、被検者に３本に見える一番小さいマークをクリックす
るよう促す。このように、３本に見えるマークを選択させるようにしたので、ランドルト
環のように単一の間隙を視認するのに対して被検者の判断が容易になっている。
　尚、被検者にはコンピュータ画面から腕を伸ばした距離で遠点視力を測定するように促
しているが、これは腕の長さは身長にほぼ比例するので、事前に入力された身長のデータ
によって被検者とチャートの距離が予測できるからである。
【００６４】
　このように、被検者はコンピュータ画面との距離を測定したり、画面表示サイズを調整
したりする必要がないので、簡便に測定できる。
　同様に、被検者が選択した選択方位と直交する方位についての遠点視力を測定するため
、選択方位と直交する方位の視力測定チャートを表示し（Ｓ２２）、被検者が選択した視
認限界を取得して、第２視認限界データに保存する（Ｓ２４）。
【００６５】
　次に、被検者が選択した方位の近点距離を測定するため、選択方位の近点距離測定チャ
ートを表示し（Ｓ２６）、被検者の入力した近点距離を第１近点距離データに保存する（
Ｓ２８）。第６９図は近点距離測定の説明画面例であり、第７０図は近点距離測定画面例
である。
　図のように、近点距離測定チャートは緑色の背景に設けられた３本の黒線からなる。画
面のメッセージにより、被検者に対して、最初にできる限り画面に近づき、それから３本
線がはっきり見える位置まで遠ざかり、画面から目までの距離を測定してｃｍ単位で入力
するように促す。
　尚、近点距離測定チャートは、コンピュータ画面に接近して視認するため、被検者の視
力に関係なく細い線を使用する。但し、年齢によって解像力の差があるため、若年層は細
い線を、中高年層は若干太い線を使用する。
　同様に、被検者が選択した選択方位と直交する方位についての近点距離を測定するため
、選択方位の近点距離測定チャートを表示し（Ｓ３０）、被検者の入力した近点距離を第
２近点距離データに保存する（Ｓ３２）。
【００６６】
　次に、第１視認限界データと第１近点距離データと被検者限界データとから遠点距離を
求め、第１遠点距離データに保存する（Ｓ３４）。同様に、第２視認限界データと第２近
点距離データと被検者限界データとから遠点距離を求め、第２遠点距離データに保存する
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（Ｓ３６）。
　遠点距離の演算は、あらかじめ多数の被検者で学習させたニューラルネットワークを用
いて行う。第７１図に遠点距離演算用ニューラルネットワークの構成例を示す。図のよう
に、入力層はＩ段階の遠点視力（視力測定チャートから被検者が選択した視認限界）とＪ
段階の近点距離（近点距離測定チャートから被検者が測定した近点距離）とＫ段階の被検
者属性（年齢・性別・身長）とを、出力層はＮ段階の遠点距離を有する。年齢・性別をパ
ラメータとするのは、これによって被検者の目の調節力が変わるからである。また、身長
は前述のように被検者と画面の距離を腕の長さで合わせるようにしており、腕の長さに比
例する身長を代用パラメータとして用いたものである。学習方法としては、いわゆるバッ
ク・プロパゲーション法を用いたが、どのような方法を用いてもよい。
　ここで、入力パラメータの近点距離と演算結果の遠点距離は、レンズ度数への換算を容
易にするため、いずれもメートル単位で表した距離の逆数であるＤ（ディオプター）値に
変換して取り扱う。
　尚、ニューラルネットワークは、乱視軸の選択方位と選択方位に直交する方位の２つの
独立する学習モデルを生成し、それぞれ個別に計算するようにした。
　また、画面の見え方はディスプレイの種類によって変わるので、ディスプレイが液晶か
ＣＲＴかによって独立に学習させたニューラルネットワークを用いて演算するようにした
。
【００６７】
　以上の乱視軸判定（Ｓ１４）から遠点距離演算（Ｓ３６）までを、右目と左目の両方に
ついて行い、得られた選択方位データと第１遠点距離データと第２遠点距離データとから
度数（Ｓ：球面度数、Ｃ：乱視度数、ＡＸ：乱視軸）を演算する（Ｓ３８）。
　Ｓ３４で求めた第１遠点距離をＤ１、その方位をＡＸ１とし、Ｓ３６で求めた第２遠点
距離をＤ２、その方位をＡＸ２とすると、
｜Ｄ１｜＜｜Ｄ２｜のとき、Ｓ＝Ｄ１、Ｃ＝Ｄ２－Ｄ１、ＡＸ＝ＡＸ１
｜Ｄ２｜＜｜Ｄ１｜のとき、Ｓ＝Ｄ２、Ｃ＝Ｄ１－Ｄ２、ＡＸ＝ＡＸ２
である。
【００６８】
　上記実施形態では、単に目の度数を演算する場合について説明したが、求められた目の
度数と被検者属性データの装着条件からレンズ度数を決定して、メガネまたはコンタクト
レンズの注文を受付けるようにしてもよい。
　この場合、被検者属性データの装着条件から、通常使用距離として近距離用（３０ｃｍ
）、中距離用（５０～６０ｃｍ）、遠距離用（５ｍ）のいずれかを判断し、それによって
推奨されるレンズの度数を決定する。
　例えば、遠距離用では遠点距離Ｄ１を５ｍ（－０．２Ｄ）になるように矯正するとして
、推奨レンズの度数はＤ１＋０．２Ｄとなる。
　また、度数演算手段によって演算された度数と被検者の属性から眼球光学モデルを生成
する眼球光学モデル生成手段と、生成された眼球光学モデルを使用して裸眼の集光性能を
確認する裸眼集光性能確認手段を設け、演算された度数の妥当性をチェックするようにし
てもよい。これにより、更に精度良く度数を決定できる。
　また、生成された眼球光学モデルを使用して推奨レンズによって矯正したときの集光性
能を演算する矯正後集光性能演算手段を設け、推奨レンズを決定するようにしてもよい。
これにより、更に被検者に適したレンズ度数を提示できるようになる。
　更に、推奨レンズを装着したときの集光状態から所定の距離における鮮鋭度を演算する
鮮鋭度演算手段と、演算された鮮鋭度における画像サンプルを生成する画像サンプル生成
手段と、生成された画像サンプルをコンピュータ画面に表示する画像サンプル表示手段と
を設け、被検者に推奨レンズを装着したときの画像サンプルを確認させるようにしてもよ
い。これにより、被検者はレンズを装着したときの見え方をチェックできるので、より適
切なレンズ度数を決定できるようになる。
【００６９】
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　上記実施形態では、遠点距離演算手段は多数の被検者で学習させたニューラルネットワ
ークを用いて遠点視力と近点距離と被検者の属性から遠点距離を求めるとして説明したが
、本願発明はこれに限定されるものではなく、ファジー推論を用いて遠点距離を演算する
ものとし、多数の被検者のデータでメンバーシップ関数や推論ルールを求めるようにして
もよい。また、多数の被検者のデータから遠点視力と遠点距離の関係を近点距離や被検者
の属性をパラメータとした近似式を求め、それを用いて遠点距離を演算するようにしても
よく、本願発明の効果を奏する。
　また、上記実施形態では、遠点距離の演算において近点距離を入力パラメータとしてい
るが、本願発明はこれに限定されるものではなく、近点距離を省略してもよい。この場合
でも、近点距離は年齢に比例する特性を持っていることから、本願発明の効果を奏する。
　上記実施形態では、乱視軸判定チャートは複数の平行線からなる４方向の線状群を一画
面に表示して被検者に見え方の異なるゾーンを選択させるとして説明したが、本願発明は
これに限定されるものではなく、４方向の線状群を順次個別に表示して見え方の異なる方
位を選ばせるようにしてもよい。
　上記実施形態では、視力測定チャートは大きさの異なる複数のチャートを一画面に並べ
て表示して被検者に視認限界を選択させるようにしたが、本願発明はこれに限定されるも
のではなく、各大きさのチャートを大きい方から順に表示して、視認できなくなったとこ
ろを被検者に選択してもらうようにしてもよい。
　上記実施形態では、視力測定チャートや近点距離測定チャートの表示は乱視軸判定の選
択方位とそれに直交する方位の画像をコンピュータ画面に表示するが、これはあらかじめ
４方向の画像を表示画面データベース６０３０に記録しておき、そのなかから選択して表
示するようにしてもよく、特定の方位についての画像データを記憶させておき、他の方位
については方位データに基づいてグラフィックツールによって画像を回転して生成するよ
うにしてもよい。また、表示する画像の描画データを記憶させておき、方位データに基づ
いて描画ツールによって画像を描画して生成するようにしてもよい。このように、グラフ
ィックツールによって画像を生成する方法を用いることで、画像表示の負荷は大きくなる
が、任意の方位についての画像が生成できるので、乱視軸の方位を容易に拡張できる。
【００７０】
　同様に、遠点視力測定における線幅を変えた複数のチャートの表示についても、特定の
線幅の画像データを用いてグラフィックツールによって拡大・縮小したり、描画ツールに
よって描画して生成するようにしてもよい。
　尚、上記実施形態では、乱視軸判定チャートや視力測定チャートや近点測定チャートの
画面表示サイズは、コンピュータの設定によって特に変えないとものして説明したが、本
願発明はこれに限定されるものではなく、より精度良く度数を求めるために、コンピュー
タの画面設定を取得し、これに基づいて画面の表示サイズを変更するようにしてもよい。
取得するコンピュータの画面設定としては、ディスプレイの種類とサイズ、コンピュータ
の解像度設定等である。これらは、コンピュータのプロパティ情報から自動取得するよう
にしてもよく、被検者属性データとして入力させるようにしてもよい。
　この場合も、上記と同様に、グラフィックツールによって、画像を拡大・縮小するよう
にしてもよく、描画ツールによって描画するようにしてもよい。
【００７１】
　また、上記実施形態では、乱視軸判定チャートや視力測定チャートや近点距離測定チャ
ートの表示色は実験的に定めた最適な色を使用するとして説明したが、本願発明はこれに
限定されるものではなく、表示色の選択機能を設けてもよい。
　例えば、被検者に対してあらかじめ色サンプルを表示して被検者の好みの色を選択させ
るようにしてもよく、コンピュータの画面設定によって自動的にあらかじめ定めた色を選
択して表示するようにしてもよい。
　各チャートの表示色についても、あらかじめ複数の表示色パターンを記憶させておいて
、その中から選択させるようにしてもよく、特定の表示色パターンの画像をグラフィック
ツールで色変換したり、描画ツールで描画するようにしてもよいことは言うまでもない。
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　同様に、上記実施形態では、乱視軸判定チャートや視力測定チャートや近点距離測定チ
ャートの背景や線分の輝度は実験的に定めた最適な輝度を使用するとして説明したが、本
願発明はこれに限定されるものではなく、表示輝度の選択機能を設けてもよい。
　各チャートの表示輝度についても、あらかじめ複数の表示輝度パターンを記憶させてお
いて、その中から選択させるようにしてもよく、特定の表示輝度パターンの画像をグラフ
ィックツールで輝度変換したり、描画ツールで描画するようにしてもよいことは言うまで
もない。
【００７２】
　上記実施形態では、被検者の属性データは被検者が検眼サービスを受けるときに毎回取
得するとして説明したが、本願発明はこれに限定されるものではなく、顧客データベース
としてあらかじめ記憶させておき、そのデータベースから必要なデータを抽出するように
してもよいことは言うまでもない。このように、顧客データベースを備え、上記被検者属
性データの他にこれまでに実施した検眼サービスの履歴や販売したメガネやコンタクトレ
ンズのデータを蓄積しておくことで、被検者の特性に合わせたより正確な検眼が行え、よ
り適切な矯正レンズを提示することが可能となる。
　上記実施形態では、主として乱視を含む近視者を対象として検眼を行うものとして説明
したが、本実施形態では遠点距離の他に近点距離を取得するようにしているので、これを
基に遠視又は老眼を有する被検者の検眼を行うことも可能である。
　すなわち、遠点距離が極めて長く近点距離も長い場合は、遠視または老眼の可能性があ
るが、ここで被検者の眼の調節力が判ればこれをもとに遠視と老視を区別することができ
る。
【００７３】
　そこで、例えば被検者の年齢や性別を眼の調節力の代用パラメータとして用い、遠点距
離と近点距離と被検者の属性（年齢・性別）を入力とし、乱視度数、遠視度数を出力とす
るニューラルネットワークを、遠視や老眼を有する多数の被検者によって学習させ、これ
を用いて遠視や老眼の度数を演算するようにしてもよい。
　また、更にコンピュータ画面を用いて被検者の眼の調節力を積極的に測定し、これを基
に遠視や老視の度数を判定するようにしてもよい。これには、例えばコンピュータ画面上
で移動する画像の追跡能力を測定したり、被検者にコンピュータ画面との距離を早い周期
で変化させるような運動をしてもらってそのときの視認力を測定する等の方法が考えられ
る。このようにすれば、乱視を含む近視者ばかりでなく、遠視や老眼を有する被検者にも
対応でき、あらゆる人を対象とした検眼システムを構築できる。
【００７４】
　この発明によれば、被検者の属性を取得するとともに、乱視軸判定チャートをコンピュ
ータ画面に表示して被検者が選択した方位を取得し、取得された方向とそれに直交する方
向について視力測定チャートを表示し、被検者の選択した視認限界を取得し、取得された
視認限界と取得された被検者の属性から遠点距離を演算し、取得された方位と演算された
２つの遠点距離から度数を演算するようにしたので、乱視を有する被検者にも対応でき、
特別な設備を必要とすることなくコンピュータ画面を用いて簡便に検眼が行えるという効
果がある。
【００７５】
　次に、前記レンズ度数決定ステップの第三の実施形態として、第７２図に示すレンズ度
数決定システムを用いて説明する。このレンズ度数決定システムは、利用者の眼球の光学
モデルを構築して矯正レンズの度数を決定するシステムであり、中央処理部８０１２を含
み、中央処理部８０１２はデータ入力部８０１４、入力データ検査部８０１６、遠点距離
演算部８０１８、スタート眼球光学モデル決定部８０２０、眼球光学モデル集光性能算出
部８０２２、モデル妥当性検証部８０２４、眼球光学諸元調節範囲確定部８０２６、眼球
光学モデル決定部８０２８、視認映像生成部８０３０、鮮鋭度スコア生成部８０３２、表
示部８０３６の動作を制御する。以下、中央処理部８０１２が制御する各部の概要につい
て説明を行う。
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　データ入力部８０１４は、眼鏡やコンタクトレンズなどの矯正レンズを装着しようとす
る者の年令、矯正レンズの使用条件、乱視軸、遠点視力、近点距離を入力するためのもの
である。データ入力部８０１４には、キーボード、マウスやタッチパネルなどの人が直接
データを入力する機器、またはモデムやＬＡＮカードなどを用いてネットワークを介して
データを受信可能に構成した機器とそれら機器の制御を行うプログラムにより構成される
。
　なお、この実施形態における遠点視力とは、一般に言われる視力１．５という度数では
なく、別の値のことを指す。以下、この遠点視力について詳述する。コンピュータなどの
ディスプレイに第７３図に示すような視標が表示される。被検者は、ディスプレイに指先
を当て腕を完全に伸ばす。被検者は、腕を完全に伸ばした状態で背筋を伸ばした姿勢をと
る。この状態においてはディスプレイには、第７３図の（ａ）から（ｃ）に示すように、
視力を計測する視標が大きいものから順に小さいものが次々と表示される。被検者は、表
示されている視標の中で、黒い３本線がはっきり見える１番小さいものを選択する。この
被検者が選択した視標に割振られていた番号を遠点視力とする。この遠点視力から遠点距
離を算出することが可能である。
【００７６】
　入力データ検査部８０１６は、データ入力部８０１４に入力されたデータの値より入力
された値の整合性を検証するものである。入力データ検査部８０１６は、その内部に年令
を軸として、乱視軸、遠点距離および近点距離のデータが相互に関連つけられて記憶され
た標準サンプルデータ８０１６ａを多数蓄積している。入力データ検査部８０１６は、デ
ータ入力部８０１４に入力されたデータが、標準サンプルデータ８０１６ａと比較して、
データの値が妥当な値であるかを判断する。
　遠点距離演算部８０１８は、データ入力部８０１４に入力されたデータである遠点視力
から遠点距離を算出するものである。遠点距離演算部８０１８は、その内部に年令、性別
、身長、遠点視力、近点距離に関するデータが蓄積されている。遠点距離演算部８０１８
は、入力された年令、性別、身長、遠点視力、近点距離のデータに基づいて、それらのデ
ータにもっとも適した最善の遠点距離の値を算出する。
　スタート眼球光学モデル決定部８０２０は、被検者の年令および概算レンズ度数に基づ
きスタート眼球光学モデルを決定する。
【００７７】
　以下、眼球光学モデルについて説明を行う。眼球光学モデルとは、第７４図に示すよう
に人の眼球の光線屈折要素をレンズとして数学・物理的数値モデルとして構築したもので
ある。眼球光学モデルに組み入れられる眼球の光線屈折要素は、第７４図に示すように、
角膜、前房、水晶体、硝子体、網膜である。これら光線屈折要素の以下の光学諸元に基づ
いて、眼球光学モデルが構築される。
　角膜：前面の曲率半径Ｒ３、厚み、屈折率、後面の曲率半径Ｒ４
　前房：厚み、屈折率
　水晶体：前面皮質の曲率半径（Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１２）および厚み、
角質の曲率半径（Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７、Ｒ１８、Ｒ１９、Ｒ２０、
Ｒ２１、Ｒ２２、Ｒ２３、Ｒ２４）および厚み、後面皮質の曲率半径（Ｒ２５、Ｒ２６、
Ｒ２７、Ｒ２８、Ｒ２９、Ｒ３０、Ｒ３１、Ｒ３２、Ｒ３３）および厚み、そしてそれぞ
れ屈折率
　硝子体：屈折率、厚み
　網膜：曲率半径Ｒ３４
　なお、上述した光学諸元は各個人の年齢や眼球の調節能力により異なるが、この実施形
態においては、日本人を対象とした生体計測データの値を基準に標準パターンとして眼球
光学モデルをあらかじめ構築しておく。例えば前房については、
　前房深度：８～１５歳では３．６６ｍｍ、１６～３０歳では３．７１ｍｍ、３１～５１
歳では３．５１ｍｍ、５１～７７歳では３．１８ｍｍである。
　眼軸長：前房深度の加齢傾向とは逆の傾向を示す。
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　水晶体：屈折率分布の不等質性がある。表層屈折率は年令に無関係だが、水晶体核の屈
折率は加齢とともに若干増加する。加齢による厚みを増す重量は、２０～３９歳では１７
４ｍｇ、４０～５９歳では２０４ｍｇ、８０～９９歳では２６６ｍｇである。
【００７８】
　なお、この実施形態においては、上述した値により眼球光学モデルを構築するように構
成したが、文献データ等の値に基づいて眼球光学モデルを構築するように構成されてもよ
い。以下は眼球光学モデルを構築するのに適用可能な文献データの一例である。
（ｉ）前房深度について
　日本眼科学会誌　第６２巻１１号（１９５８）相沢克夫「前房深度に関する研究」によ
れば、前房深度と年令との関係において、
０８～１５歳　　３．６６ｍｍ
１６～３０歳　　３．７１
３１～５１歳　　３．５１
５１～７７歳　　３．１８
のような変化がある。すなわち前房深度は弱年期より身体の発育に平行して次第にその深
度を増し、成年期において最も深くなり、その後は身体の退化現象と一致して順次浅くな
って行く傾向があると述べている。
（ii）眼軸長について
　日本眼科学会誌　第６３巻７号（１９５９）佐藤勉他　「近視の本態に関する研究その
１」によれば、軽度の近視の場合、眼軸長は近視度が強くなると共に次第に値を増し、両
者の間に見事な相関があることを示していると述べている。
（iii）水晶体の重量について
　書名　The eye，出版者 New York ; London : Academic Press，著者標目 Davson, Hug
h, 1909-，Graham, L. T., Jr.によれば、水晶体の重量は、
２０～３９歳　　１７４ｍｇ
４０～５９歳　　２０４ｍｇ
８０～９９歳　　２６６ｍｇ
のように加齢と共に増加の一途をたどることが述べられている。
（iv）水晶体厚径について
　新臨床眼科全書３Ａ　市川宏ほか編 金原出版 １９９３によれば、水晶体厚径は、年令
と共に増加すると述べている。
【００７９】
　上述した値を適用して予め構築した眼球光学モデルは、スタート眼球光学モデル決定部
８０２０で決定されるスタート眼球光学モデルとして用いられる。スタート眼球光学モデ
ルは、年令および概算レンズ度数が同じ値である場合に大体共通した眼球の特性を有する
ことに着目して、縦軸に年令区分、横軸に概算レンズ度数区分を設け、それぞれの区分の
中央値における眼球光学モデルをあらかじめ構築する。縦軸をＭ区分、横軸をＮ区分とす
るとＭ×Ｎ個のスタート眼球光学モデルが構築される。すなわち、縦軸を年齢区分（たと
えば２０才までは５歳きざみ、２０才以上は１０歳刻み）、横軸を概算レンズ度数（たと
えば１．０Ｄ刻み）とした表において、各区分の中央値の組合せ（たとえば３５歳で必要
補正量が－２．５Ｄのレンズ度数）におけるスタート眼球光学モデルをあらかじめ構築す
る。なお、この実施形態においては、Ｍ×Ｎ個の眼球光学モデルをスタート眼球光学モデ
ルとして構築し、スタート眼球光学モデル決定部８０２０がその中から最も近い値の眼球
光学モデルをスタート眼球光学モデルとして適用したが、これに限らず、入力された年令
、概算レンズ度数から光線屈折要素の最も適した値に基づいて、スタート眼球光学モデル
を構築するように構成されてもよい。
【００８０】
　スタート眼球光学モデル決定部８０２０で決定されたスタート眼球光学モデルは、その
人固有の眼球光学モデルを構築するための光学系自動設計処理を行うにあたり、後述する
眼球光学モデル決定部８０２８での初期値として使用される。このスタート眼球光学モデ
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ルは、年令、概算レンズ度数によらない単独のスタート眼球光学モデルを使用した光学系
自動設計処理に比べると、自動設計処理の収束が早く、処理速度を短縮することが可能で
ある。また、解（集光状態が最高となるような光学諸元）の信頼性が高い。
　眼球光学モデル集光性能算出部８０２２は、被検者の裸眼状態または矯正レンズを着用
したときの、眼球光学モデルの集光性能を算出する。集光状態を算出する眼球の状態とし
ては、近点もしくはその近傍の調節力の範囲内での状態、遠点もしくはその近傍の調節力
の範囲内での状態、または、近点と遠点とは離隔した状態である。
　モデル妥当性検証部８０２４は、眼球光学モデル集光性能算出部８０２２により算出さ
れた集光性能に基づいて、近点側および／または遠点側における調節限界において、眼球
光学モデルの妥当性を検証する。
　眼球光学諸元調節範囲確定部８０２６は、入力された近点距離および算出された遠点距
離から調節中点における眼球の調節範囲を確定する。さらに、眼球光学諸元調節範囲確定
部８０２６は、調節中点における眼球の調節範囲を確定した眼球光学モデルのイメージを
生成するように構成されている。
　眼球光学モデル決定部８０２８は、被検者の近点距離と遠点距離とから算出された調節
中点における被検者の眼球における集光状態が最適となるようスタート眼球光学モデルの
光学諸元の値を調整し、各個人の眼の状態に適応した眼球光学モデルを決定するように構
成されている。
　視認映像生成部８０３０は、矯正レンズにより矯正を行う前および／または矯正を行っ
た後における被検者の視認映像を、眼球光学モデル集光性能算出部が算出した眼球光学モ
デルの集光性能の結果に基づいて生成する。
　鮮鋭度スコア生成部８０３２は、矯正レンズにより矯正を行う前および／または矯正を
行った後における、被検者の視認の鮮鋭度合を、数値的の表した鮮鋭度スコアを導き出す
。鮮鋭度スコアとは、任意の数値により視認する映像の鮮明度合いを示すものであり、例
えば、その数値が高いほど画像が鮮明に視認できていることを表すように算出する。
　レンズ度数選定部８０３４は、被検者が眼鏡・コンタクトレンズを装用したときの光学
性能を検証し、レンズ度数を選定する。
　表示部８０３６は、矯正レンズ決定サーバ８０１０の動作状況を確認したり、被検者が
入力したデータや算出したデータの値を確認するための表示装置である。表示部８０３６
としては、コンピュータに接続されているディスプレイや、データ入力部８０１４を介し
て矯正レンズ決定サーバ８０１０に接続されたコンピュータのディスプレイが適用される
。
【００８１】
　次に、本発明の動作について第７５図により説明する。
(1)データ入力部８０１４により、被験者の性別、年令、乱視軸、近点距離、遠点視力お
よび矯正用レンズの使用条件（読書、デスクワーク、車の運転等）が入力される。
(2)入力されたデータが入力データ検査部８０１６により検証される。
(3)遠点距離演算部８０１８により、遠点視力から遠点距離が算出される。
(4)年令的な調節範囲の関係表を用いて、仮定の年令において、その年令相応の平均的な
調節範囲を持つとして、調節範囲の上限、下限における眼球屈折度を導き出し、それより
近点距離、遠点距離の補正を行う。
(5)近点距離および遠点距離から被検者の眼の調節範囲の中点を求め、さらに、概算レン
ズ度数を算出する。
(6)年令、概算レンズ度数の値からスタート眼球光学モデル決定部８０２０によりスター
ト眼球光学モデルを決定する。
(7)決定したスタート眼球光学モデルを使用して、眼球光学モデル集光性能算出部８０２
２により集光性能を算出し、眼球光学モデル決定部８０２８により目の調節機能の中位状
態における最終的な眼球光学モデルを決定する。具体的には、眼球光学モデル集光性能算
出部８０２２により調節中点状態における眼球光学モデルに光線を入射させて、その光線
の網膜上への集光性能を算出し、最良の集光状態となるように光学系自動設計処理を行い
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、眼球光学モデル決定部８０２８により光学諸元を変化させ、最適の解（光学諸元）を決
定する。この調節中点における眼球光学モデルの構築は、光学系自動設計計算によりスタ
ート眼球光学モデルから出発して、集光状態が最適となるよう人の眼球の光学諸元を自動
的に決定するものである。
　ここにおける光学系自動設計計算とは、レンズ自動設計プログラムを使用した光線追跡
による光学諸元の自動決定プロセスをいう。これらの手法の代表例として、減衰最小二乗
法（Dumpt Least Square Method）がある。
　最終的な性能条件（この実施形態は、調節中点状態において、無限に小さい点物体から
眼球光学モデルの瞳径（たとえばφ３ｍｍ）に対し、複数の光線を入射高さを変えて入光
させた場合を算出して、光線の屈曲変化を追跡し、網膜上の一点に光線が結像する状態）
を満足するように、眼球光学モデルの光学諸元の値を少しずつ変化（屈折率は変えないで
、曲率半径と面間隔を変化させる。非球面の場合は、基準球面の曲率半径、非球面係数を
変化させる）させながら、網膜上の到達点の位置ずれ量の自乗和を極小にする。これは、
後述する「調節中点におけるその人の眼球光学モデル構築処理」と同じである。
【００８２】
(8)次に、モデル妥当性検証部８０２４によって、調節限界（近点側）における眼球光学
モデルの妥当性をチェックする。この妥当性チェックは、人の眼球が有している調節力の
分だけ眼球屈折度をアップ（ＵＰ）させ、光学系自動設計計算により、集光状態が良いこ
とを確認するものである。
　ここにおいて、調節力分だけ眼球屈折度をアップ（ＵＰ）とは、次のようなことをいう
。遠点距離が１ｍ（－１．０Ｄ）、近点距離が２５ｃｍ（－４．０Ｄ）とすると、調節中
点位置は４０ｃｍ（－２．５Ｄ）となり、近点側では、調節中点位置にくらべ、－１．５
Ｄの補正量に相当する眼球屈折度ＵＰが必要となる。この－１．５Ｄ相当の眼球屈折度の
増強となるよう、光学系自動設計の境界条件を制御しながら、近点距離２５ｃｍの位置に
ある無限に小さい点物体から、眼球光学モデルの瞳径（たとえばφ３ｍｍ）に対し、複数
の光線を入射高さを変えて入光させ、光線追跡を行い、網膜上の一点に結像する状態にす
るよう、光学諸元を変化させて光学系自動設計を実行する。
　その結果、一点に集光したと見なせる状態になれば、調節限界における光学モデルのシ
ミュレーションが成功したとし、調節中点におけるその人の眼球光学モデルが妥当であっ
たと判断する。
(9)モデル妥当性検証部８０２４によって、調節限界（遠点側）における眼球光学モデル
の妥当性をチェックする。この妥当性チェックは、人の眼球が有している調節力の分だけ
眼球屈折度をダウン（ＤＯＷＮ）させ、光学系自動設計計算により、集光状態が良いこと
を確認するものである。
　ここにおいて、調節力分だけ眼球屈折度をダウン（ＤＯＷＮ）とは、次のようなことを
いう。
　遠点距離が１ｍ（－１．０Ｄ）、近点距離が２５ｃｍ（－４．０Ｄ）とすると、調節中
点位置は４０ｃｍ（－２．５Ｄ）となり、遠点側では、調節中点位置にくらべ、＋１．５
Ｄの補正量に相当する眼球屈折度ダウン（ＤＯＷＮ）が必要となる。この＋１．５Ｄ相当
の眼球屈折度の減少となるよう、光学系自動設計の境界条件を制御しながら、遠点距離１
ｍの位置にある無限に小さい点物体から、眼球光学モデルの瞳径（たとえばφ３ｍｍ）に
対し、複数の光線を入射高さを変えて入光させ、光線追跡を行い、網膜上の一点に結像す
る状態にするよう、光学諸元を変化させて光学系自動設計を実行する。
　その結果、一点に集光したと見なせる状態になれば、調節限界における光学モデルのシ
ミュレーションが成功したとし、調節中点におけるその人の眼球光学モデルが妥当であっ
たと判断する。
(10)モデル妥当性検証部８０２４によって、近点側および遠点側の調節限界外、すなわち
眼球の調節範囲外における眼球光学モデルの妥当性をチェックをする。
(11)眼球光学諸元調節範囲確定部８０２６によって、調節中点位置における眼球光学モデ
ルについて眼球の光学諸元の調節範囲の確定を行う。
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(12) 眼球光学諸元調節範囲確定部８０２６によって、決定された眼球光学モデルのイメ
ージ、例えば第７４図に示すような眼球断面図を生成し、その眼球光学モデルについての
説明もあわせて表示するようにしてもよい。
(13)眼球光学モデル集光性能算出部８０２２によって、被検者の裸眼状態における３つの
距離における調節を伴う集光性能を算出する。
【００８３】
　調節中点位置における眼球光学モデル、光学諸元の調節範囲の確定は、次のようになる
。
　モデル妥当性検証部８０２４によって調節限界（近点側）における眼球光学モデルの妥
当性をチェックする処理およびモデル妥当性検証部８０２４によって調節限界（遠点側）
における眼球光学モデルの妥当性をチェックする処理の検証により、調節中点におけるそ
の人の眼球光学モデル構築処理結果の調節中点位置における眼球光学モデルを妥当と判断
し、その眼球光学モデルを、次に述べる裸眼状態での３つの距離における調節を伴う集光
性能算出処理および矯正後の３つの距離における調節を伴う集光性能算出処理で使用する
。３つの距離とは、見え方が大きく変わる可能性のある３距離を選ぶ。たとえば、０．３
ｍ（読書）、０．５～０．６ｍ（デスクワーク）、５ｍ（車の運転）である。調節限界に
おける光学諸元の変化範囲（特に水晶体が薄くなったり、厚くなったりする時の水晶体厚
さ、前面皮質の曲率半径、後面皮質の曲率半径の変化範囲）も、モデル妥当性検証部８０
２４によって調節限界（近点側）における眼球光学モデルの妥当性をチェックする処理お
よびモデル妥当性検証部８０２４によって調節限界（遠点側）における眼球光学モデルの
妥当性をチェックする処理により決定したことになる。これらが確定すると、物体距離に
応じた眼の調節をシミュレーションできる。モデル妥当性検証部８０２４によって調節限
界（遠点側）における眼球光学モデルの妥当性をチェックする処理と同様に、物体の距離
に応じた、調節中点位置からの眼球屈折度アップ（ＵＰ）あるいはダウン（ＤＯＷＮ）量
を求め、光学系自動設計の境界条件を制御しながら、光学系自動設計を実行する。
　このようにして求められた光学諸元は、仮想的に眼球がピント調節を行ったときの眼の
状態を表している。
【００８４】
　これ以上、集光状態が良くならないという状態まで繰り返し計算を行い、最終的な光学
諸元を、物体距離におけるベストの集光状態とする。
　集光性能を評価するには、ある距離にある無限に小さい点物体から、眼球光学モデルの
瞳径（たとえばφ３ｍｍ）に対し、数百本程度の光線を均一に分散させて入光させ、光線
追跡を行い、網膜上のどの場所に結像するかを計算する。ぼけの度合いを評価するには、
網膜上の点像の強度分布の２次元フーリエ変換を行い、空間周波数特性（ＯＴＦ）と呼ば
れる像評価を行う。
(14)眼球光学モデル集光性能算出部８０２２によって、矯正用レンズにより矯正を行った
光学モデルについて上述した３つの距離における調節を伴う集光性能を算出し検証する。
　すなわち、眼球光学モデルの前に実際の眼鏡レンズ（レンズ前面の曲率半径、後面の曲
率半径、硝子材屈折率が既知のレンズ）を置き、裸眼状態における集光性能算出処理と同
様の計算を行う。
　概算レンズ度数と装用条件から、適合する仮想レンズを決定し、その眼鏡・コンタクト
レンズを装用した状態における集光性能に関する光学シミュレーションを行う。
　さらに、３つの距離における鮮鋭度スコアのバランスが悪い場合は、レンズの度数を少
し変化させて、再度光学シミュレーションを行う。
【００８５】
(15)鮮鋭度スコア生成部８０３２によって、調節力の範囲内で眼の光学諸元を変化させて
、集光性能が最適となる状態を作り出し、そのときの鮮鋭度スコアを算出する。第７６図
に、鮮鋭度スコアと見え方の関係を例示する。鮮鋭度スコアは、眼球光学モデル集光性能
算出部８０２２が算出した集光状態の結果に基づいて算出する。
　ある距離にある無限に小さい点物体から、眼球光学モデルの瞳径（たとえばφ３ｍｍ）
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に対し、数百本程度の光線を均一に分散させて入光させ、光線追跡を行い、網膜上のどの
場所に結像するかを計算する。その点像の強度分布の２次元フーリエ変換を空間周波数特
性（ＯＴＦ）と言う。網膜上で強度分布がどうなるかを調べれば、ぼけの度合いを評価で
きる。空間周波数とは縞模様の細かさを表す値であり、単位長あたりの縞の本数で定義さ
れる。
　視覚系の場合は、視角１度あたりの縞の本数で表す。たとえば縞の間隔をw（degree）
とすればu=1/w（cycles/deg）となる。
　ぼけ判定に用いるw値を網膜の分解能から決定し、その時のu値から鮮鋭度スコアを算出
する。
(16)視認映像生成部８０３０によって、推奨レンズにおいて矯正後および矯正前の３つの
距離における視認映像を生成して表示する（第７７図）。これにより、利用者は裸眼状態
と推奨レンズを装用した場合における見え方を画面で確認することができる。
　視認映像の生成は、高精細に撮影された３つの距離の画像を用意し、この画像に対し画
素単位でＮ×Ｎサイズの平滑化フィルタ処理を行い、画像をぼかすことにより行う。ぼけ
の具合はＮ値（最低３）、フィルタ重み付け、処理回数により調整できる。フィルタ処理
後の画像について、空間周波数解析によりボケ具合を判定し、求めた鮮鋭度スコアとの対
応付けを行う。いくつかの鮮鋭度スコアに対応する画像を準備する。また、準備された画
像に特定平滑化フィルタ処理を一回かけた画像に対応するスコア値を算出しておく。
　鮮鋭度スコアの算出でスコア値が求まれば、そのスコア値により、対応する画像を直接
呼び出して表示するか、フィルタ処理を行い、結果画像をその鮮鋭度スコアに一致させて
表示する。
【００８６】
(17)さらに、視認映像生成部８０３０によって、レンズを変更して、３距離における見え
方画像を提示し、比較をできるようにする。すなわち、レンズ度数を変更して、眼鏡・コ
ンタクトレンズを装用した状態の光学シミュレーションを行う。そして、眼球の調節範囲
内で光学諸元を変化させて、集光性能が最適となる状態を作り出し、そのときの鮮鋭度ス
コアを算出する。
　また、レンズ度数選定部８０３４により特定のレンズ度数における鮮鋭度スコアが既に
計算済みの場合は、そのデータを使用するように構成してもよい。
(18)被検者は、表示された視認画像および鮮鋭度スコアから自分が希望する矯正強度の矯
正レンズを視覚的に判断し、使用する矯正レンズを示す番号、符号等をデータ入力部８０
１４により選択する。
　以上のように、本レンズ度数決定システムでは、利用者の眼の状態に関する情報を入力
する入力手段と、入力された眼の状態に関する情報に対応して、眼球光学モデルを決定す
る眼球光学モデル決定手段と、決定された眼球光学モデルにおいて、利用者の調節範囲内
における眼球の光学性能を検証し、眼球の調節範囲を確定する眼球調節範囲確定手段と、
利用者が眼鏡・コンタクトレンズを装用したときの光学性能を検証し、レンズ度数を選定
するレンズ度数選定手段とを備えるので、各人の眼にあった眼鏡・コンタクトレンズの度
数を決定することができる。
【００８７】
　上記説明では、眼鏡・コンタクトレンズ選定システムと、メガネ装用仮想体験システム
と、遠隔自覚視力測定システムとは、それぞれ独立したメガネオーダー販売センターであ
るかのように説明したが、実際には単一のコンピュータやサーバ上に統合して、データベ
ースの共通化を図るか、または複数のコンピュータやサーバによる分散処理を行って、利
用者情報、フレーム選択情報、視力測定情報等をＬＡＮ等を介して相互に通信するように
して統合している。これにより、利用者は単一の利用者クライアントから単一のサイトに
アクセスすることで、一連の眼鏡・コンタクトレンズのオーダー販売サービスを受けるこ
とができる。
　尚、ここでレンズ度数の決定は、レンズ度数決定システムによって得られるレンズ度数
を用いてもよく、検眼システムによって得られるレンズ度数を用いてもよい。
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　そして、かかる遠隔自覚視力測定システムやレンズ度数決定システムや検眼システムに
よるレンズ度数決定機能と、前述のメガネ装用仮想体験システムによるフレーム選択機能
とを統合した眼鏡・コンタクトレンズ選定システムにより、遠隔で各人の眼にあったレン
ズを選定できるばかりでなく、各人の装用状態を視覚的に確認してフレーム等を選択でき
るので、利用者が安心してインターネット等のネットワークを介して眼鏡・コンタクトレ
ンズのオーダー販売サービスを受けることができる。
【００８８】
　上記実施形態では、利用者クライアントとメガネオーダー販売センターと外部決済処理
機関とは、インターネットにより接続されるものとして説明したが、本願発明はこれに限
定されるものではなく、一部もしくは全部が特定の組織内のＬＡＮやＷＡＮ等を介して接
続されるものであってもよいことは言うまでもない。また、必ずしもネットワークを介し
て被検者に検眼サービスを提供する場合に限らず、店舗等において本願発明の眼鏡・コン
タクトレンズ選定システムを設置し、スタンドアローンでメガネのオーダー販売サービス
を提供するようにしてもよい。
　また、上記実施形態では、眼鏡・コンタクトレンズ選定システムについて説明したが、
本願発明の眼鏡・コンタクトレンズ選定システムの各手段をステップとして備える眼鏡・
コンタクトレンズ選定方法によれば、ハードウェア構成の如何を問わず本願発明の効果を
奏する。
【００８９】
　また、本願発明の方法は汎用のパーソナルコンピュータによっても実現できるので、本
願発明の方法をパーソナルコンピュータで実行可能なように記述したコンピュータプログ
ラムを利用者に供給して眼鏡・コンタクトレンズの選定サービスを提供するものであって
もよい。尚、コンピュータプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体によって提供される
ものであってもよく、インターネット等を介してダウンロードすることによって利用者に
提供されるものであってもよいことは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の一実施の形態における眼鏡・コンタクトレンズ選定システムのシス
テム構成例を示す図である。
【図２】　利用者が眼鏡・コンタクトレンズを購入する際の処理の概要を示す図である。
【図３】　眼鏡・コンタクトレンズ選定システムの処理において、利用者を区分する処理
の概要を示す図である。
【図４】　利用者が既に顧客であった場合の処理の概要を示す図である。
【図５】　利用者が顧客でなかったが処方箋があった場合の処理の概要を示す図である。
【図６】　利用者が顧客でなく処方箋もなかった場合であって、老眼鏡対象者でない場合
の処理の概要を示す図である。
【図７】　利用者が顧客でなく処方箋もなかった場合であって、老眼の自覚症状のない場
合の処理の概要を示す図である。
【図８】　利用者が既成の老眼鏡を希望する場合の処理の概要を示す図である。
【図９】　レンズ選択基準データベースである。
【図１０】　レンズデータベースである。
【図１１】　サイトトップ画面の図解図である。
【図１２】　パソコン画面情報の収集画面の図解図である。
【図１３】　サービス選択画面の図解図である。
【図１４】　フレーム選びトップ画面の図解図である。
【図１５】　ＰＤ測定画面の図解図である。
【図１６】　顔画像選択画面の図解図である。
【図１７】　自画像アップロード画面の図解図である。
【図１８】　フレーム選び体験画面の図解図である。
【図１９】　色違い表示画面の図解図である。
【図２０】　キープの中身確認画面の図解図である。
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【図２１】　購入フレーム確認画面の図解図である。
【図２２】　メガネを作る度数選択画面の図解図である。
【図２３】　処方せんデータ入力画面の図解図である。
【図２４】　レンズの厚み比較画面の図解図である。
【図２５】　この発明の一実施の形態における眼鏡・コンタクトレンズ選定システムが備
えるレンズ装用仮想体験システムの構成例を示す図である。
【図２６】　利用者情報に関するデータベースの例を示す図である。
【図２７】　フレーム選択情報入力手段より入力されるデータの例を示す図である。
【図２８】　フレームの機能構造に関するデータベース構造の例を示す図である。
【図２９】　フレームの装飾構造に関するデータベース構造の例を示す図である。
【図３０】　顔画像の側面における測定方法を示す図解図である。
【図３１】　顔画像の正面における測定方法を示す図解図である。
【図３２】　フレームの調整方法を示す図解図である。
【図３３】　この発明の一実施の形態における眼鏡・コンタクトレンズ選定システムが備
える遠隔自覚視力測定システムの構成例を示す図である。
【図３４】　レンズ度数決定の画面フロー図（その１）である。
【図３５】　レンズ度数決定の画面フロー図（その２）である。
【図３６】　パソコン画面情報収集画面の図解図である。
【図３７】　利用者情報入力画面の図解図である。
【図３８】　装用条件入力画面の図解図である。
【図３９】　乱視軸測定ステップ１において表示されるガイダンス画面の図解図である。
【図４０】　乱視軸測定ステップ２において表示される乱視軸判定チャートの図解図であ
る。
【図４１】　乱視軸測定ステップ３における利用者の状態を示す図である。
【図４２】　乱視軸測定ステップ４における利用者の状態を示す図である。
【図４３】　遠点視力測定ステップ１において表示される遠点視力測定視標の図解図であ
る。
【図４４】　遠点視力測定ステップ２における利用者の状態を示す図である。
【図４５】　遠点視力測定ステップ３における利用者の状態を示す図である。
【図４６】　遠点視力測定ステップ４における利用者の状態を示す図である。
【図４７】　遠点視力測定ステップ５における利用者の状態を示す図である。
【図４８】　遠点視力測定ステップ５－１における遠点視力測定視標の見え方の例を示す
図である。
【図４９】　遠点視力測定ステップ７における利用者の状態を示す図である。
【図５０】　近点距離測定を行うための事前準備状態を示す図である。
【図５１】　近点距離測定ステップ１において表示される近点距離測定視標の図解図であ
る。
【図５２】　（Ａ）は、近点距離測定ステップ２における利用者の状態を示す図であり、
（Ｂ）は、図がぼけて見えている状態を示す。
【図５３】　（Ａ）は、近点距離測定ステップ３における利用者の状態を示す図であり、
（Ｂ）は、図がはっきりと見えている状態を示す。
【図５４】　近点距離測定ステップ４における利用者の状態を示す図である。
【図５５】　近点距離測定ステップ５における利用者の状態を示す図である。
【図５６】　近点距離測定ステップ６における利用者の状態を示す図である。
【図５７】　近点距離測定ステップ７における利用者の状態を示す図である。
【図５８】　近点距離測定ステップ８における利用者の状態を示す図である。
【図５９】　近点距離測定ステップ９において表示される近点距離測定視標の図解図であ
る。
【図６０】　近点距離測定ステップ１０における利用者の状態を示す図である。
【図６１】　この発明の一実施の形態における眼鏡・コンタクトレンズ選定システムが備



(35) JP 4057531 B2 2008.3.5

10

20

30

40

える検眼システムの構成例を示す図である。
【図６２】　検眼システムの処理フローの例を示す図である。
【図６３】　個人情報入力画面の表示例を示す図である。
【図６４】　装着条件入力画面の表示例を示す図である。
【図６５】　乱視軸判定の説明画面の表示例を示す図である。
【図６６】　乱視軸判定画面の表示例を示す図である。
【図６７】　遠点視力測定の説明画面の表示例を示す図である。
【図６８】　遠点視力測定画面の表示例を示す図である。
【図６９】　近点距離測定の説明画面の表示例を示す図である。
【図７０】　近点距離測定画面の表示例を示す図である。
【図７１】　遠点距離演算用ニューラルネットワークの構成例を示す図である。
【図７２】　この発明の一実施の形態における眼鏡・コンタクトレンズ選定システムが備
えるレンズ度数決定システムの構成例を示す図である。
【図７３】　遠点視力を測定する視標を示す図解図であり、（ａ）は最も大きい視標であ
り、（ｂ）は中ぐらいの大きさの視標であり、（ｃ）は、最も小さい視標である。
【図７４】　眼球光学モデルを示す図解図である。
【図７５】　この発明にかかる矯正レンズ決定サーバの動作を示すフローチャート図であ
る。
【図７６】　鮮鋭度スコアと見え方の関係を例示した図である。
【図７７】　矯正前後の視認映像を確認する画面を例示した図である。
【符号の説明】
　１　　利用者クライアント
　１１　入出力装置
　１２　ＷＷＷブラウザ
　２　　メガネオーダー販売サービスセンター
　２１　電子ショップ情報処理手段
　２２　表示情報生成手段
　２３　メガネオーダー販売処理手段
　２４　決済処理手段
　２５　ＷＷＷサーバ／ＣＧＩ
　２６　レンズ選択手段
　２７　フレーム選択手段
　２８　レンズ度数決定手段
　３　　外部決済処理機関
　８０１８　遠点距離演算部
　８０２０　スタート眼球光学モデル決定部
　８０２２　眼球光学モデル集光性能算出部
　８０２４　モデル妥当性検証部
　８０２６　眼球光学諸元調節範囲確定部
　８０２８　眼球光学モデル決定部
　８０３０　視認映像生成部
　８０３２　鮮鋭度スコア生成部
　８０３４　レンズ度数選定部
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